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ᖹᡂ31ᖺᗘ䛛䜙䛾ᅜ❧Ꮫ䛻䛚䛡䜛ඹྠ⏝䞉ඹྠ◊✲ᣐⅬ䛾ㄆᐃ䛻䛴䛔䛶
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛷䛿䚸䛂ඹྠ⏝䞉ඹྠ◊✲ᣐⅬ䛃䛻䛴䛔䛶䚸ᅜ❧Ꮫ䛛䜙䛾⏦ㄳ䛻ᇶ䛵䛝䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧䛾ㄆᐃ䜢⾜䛔䜎䛧䛯䛾䛷䚸䛚▱
䜙䛫䛔䛯䛧䜎䛩䚹 ᅇ䛿䚸ᖹᡂᖺᗘ䛛䜙䛾᪂つㄆᐃ䛻㛵䛧䛶䚸◊✲タ䛛䜙⏦ㄳ䜢ཷ䛡䛡䚸ඹྠ⏝䞉ඹྠ◊✲ᣐⅬཬ䜃ᅜ㝿
ඹྠ⏝䞉ඹྠ◊✲ᣐⅬ䛻㛵䛩䜛సᴗ㒊䠄ᰝ䠖✄Ọᚸ㛗ᓮ┴බ❧Ꮫἲே⌮㛗䠅䛻䛚䛔䛶䚸ᑓ㛛ⓗぢᆅ䛛䜙ᣐⅬ䛸䛧䛶䛾ጇᙜᛶ
䛻䛴䛔䛶䚸᭩㠃䚸䝠䜰䝸䞁䜾ཬ䜃ྜ㆟䛻䜘䜚ᑂ㆟䛧䜎䛧䛯䚹 䛣䛾ᑂ㆟⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚䚸◊✲タ䜢ඹྠ⏝䞉ඹྠ◊✲ᣐⅬ
䛸䛧䛶ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧䛾ㄆᐃ䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹
Ꮫ䞉◊✲タྡ

ྡྂᒇᏛప
䞁䝍䞊

䝥䝷䝈䝬⛉Ꮫ◊✲䝉

䕿⟃ἼᏛ䜰䜲䝋䝖䞊䝥⎔ቃືែ◊
✲䝉䞁䝍䞊
䞉⚟ᓥᏛ⎔ቃᨺᑕ⬟◊✲ᡤ
䞉ᘯ๓Ꮫ⿕䜀䛟་⒪⥲ྜ◊✲ᡤ
䞉᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ⚟ᓥ⎔ቃ
Ᏻ䝉䞁䝍䞊
䞉㔞Ꮚ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲㛤Ⓨᶵᵓᨺᑕ⥺
་Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⚟ᓥ⏕ᨭᮏ㒊
䞉ᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ⚟ᓥᨭ㒊

ඹྠ⏝䞉ඹ
ྠ◊✲ᣐⅬྡ

௦⾲⪅

ప 䝥䝷䝈䝬
ᇼ 
⛉Ꮫ◊✲ᣐⅬ

ᨺᑕ⬟⎔ቃື
ែ䞉ᙳ㡪ホ౯
ᜠ⏣ ⿱୍
䝛䝑䝖䝽䞊䜽ඹ
ྠ◊✲ᣐⅬ

◊✲ศ㔝

ㄆᐃᮇ㛫

ඹྠ⏝䞉ඹྠ◊✲ᣐⅬ䛾ᴫせ

䝥䝷䝈䝬 ᖹᡂ31ᖺ4᭶1᪥
䡚
䜶䝺䜽䝖䝻
䝙䜽䝇
ᖹᡂ34ᖺ3᭶31᪥

ᮏᣐⅬ䛾┠ⓗ䛿䚸ྡྂᒇᏛ䛜䜛༙ୡ⣖
䛻ཬ䜆䝥䝷䝈䝬◊✲䛾ⱥ▱䛸ேⓗ䞉≀ⓗ㈨※
䜢ᇶ┙䛸䛧䛶䚸Ꮫෆእ䞉ᅜෆእ䛾◊✲⪅䛸䛾
ప 䝥䝷䝈䝬⛉Ꮫ䛻㛵䛩䜛ඹྠ⏝䞉ඹྠ◊
✲䜢᥎㐍䛧䚸᭷ᶵⓗ㐃ᦠ䛾ྖ௧ሪ䛸䛧䛶䚸ከ
ᵝ䛺Ꮫ㝿㡿ᇦ䛾ቃ⏺䜢◚䜚⼥ྜ䛩䜛䛣䛸䛻
䜘䛳䛶䛂䝥䝷䝈䝬⛉Ꮫ䛃䜢Ⓨᒎ䛥䛫䚸⏘ᴗ䜢㏻
䛨䛶ே㢮䛾Ọ⥆ⓗⓎᒎ䛻㈉⊩䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹

ᖹᡂ31ᖺ4᭶1᪥
䡚
ᖹᡂ34ᖺ3᭶31᪥

䛻ᨺᑕᛶ≀㉁䛾ືែゎ᫂ཬ䜃⛣⾜䝰䝕䝸
䞁䜾䜢㏻䛨䛶䚸㛗ᮇⓗ䛺ởᰁ≧ἣ䛾ண 䛸⿕
䜀䛟⥺㔞పῶ䛻㈨䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹䜎䛯䚸
ᆅ⌫⎔ቃ⛉Ꮫ䛻ᨺᑕᏛ䜔ᨺᑕ⥺ᙳ㡪Ꮫ䚸
ཎᏊຊᏛ䜢ຍ䛘䛯ศ㔝ᶓ᩿ⓗ䛺ඹྠ◊✲䜢
᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᨺᑕᛶ≀㉁䜢≀㉁ᚠ⎔
䛾䝖䝺䞊䝃䛸䛧䛶⏝䛔䛯᪂䛧䛔⎔ቃືែ◊✲
ศ㔝䛾ฟ䜢┠ᣦ䛩䚹

䑘⠫≽ン
妋㜸⬎

༢⊂䛾ඹඹᣐⅬ䛻ᑐ䛩䜛᪂つㄆᐃ䛿䚸ྡྂᒇᏛ䛾䠍௳䛾䜏
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資料２

ἑ⏣ ࣉࣟࣇ࣮ࣝ
1998 ᖺ⏕ࡲࢀࠋ༙⏣ᕷᅾఫࠋ6 ṓࡼࡾ࣐ࢶࢩᴦჾ࣐ࣖࣁᩍᐊ࡛ࣆࣀࢆጞࡵࠊᒣཱྀᘏᏊ࣭ᒣ⬥୍
ᏹㅮᖌࢆ⤒࡚ࠊ⌧ᅾࠊ㛵ᮏᫀᖹẶᖌࠋ
ࣆࢸࢼ࣭ࣆࣀࢥࣥ࣌ࢸࢩࣙࣥᅜỴ㹀⣭㖡㈹࣭C ⣭㔠㈹࣭D ⣭࣋ࢫࢺ㈹࣭Jr.G ⣭㖡㈹࣭
G ⣭㔠㈹ཬࡧᮾி㒔▱㈹ࠊㄞ᪂⪺♫㈹ࠊࣄࣀ࢟㈹ࠊὙ㊊Ꮫᅬ๓⏣㈹ཷ㈹ࠋ⚟⏣㟹Ꮚ㈹㑅⪃➨ 4
ࠋ᪥ᮏᏛ⏕㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝ୰Ꮫᰯࡢ㒊ᅜ➨ 2 ࠋ࢚ࢺࣜࣥࢤࣥᅜ㝿㟷ᑡᖺࣆࣀࢥࣥࢡ࣮
ࣝධ㑅ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛࣏࣮ࣛࣥࢻࢩࣞࢪࣇࣝࣁ࣮ࣔࢽ࣮㡪ᴦᅋ࣭ᒣୗ୍ྐẶᣦ୰㒊ࣇࣝࣁ࣮ࣔࢽ࣮
㡪ᴦᅋ࣭ᗓᕷᴦ༠⟶ᘻᴦᅋඹ₇ࠋࠗ᪂ே₇ዌᐙࢥࣥࢧ࣮ࢺ࠘㸦☐༡࢚࣓ࣛࣝࢻ࣮࣍ࣝ㸧ࠗࣉ
ࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢᮇᚅ  ⫈ࡃ㸟⛎ࡵࡿ 10 ௦࠘㸦ྡྂᒇ 㟁Ẽᩥ㤋ࢨ ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ/
㜰 ࣐ࢢࣀ࣮ࣜ࣍ࣝ㸧➼ከᩘฟ₇ࠋࣟࣁᅜ㝿ࣆࣀࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝᣍᚅཧຍࠋ2017 ᖺ 3 ᭶㟁Ẽᩥ
㤋ࢨ ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࡛࣍ࣝࡢึࢯࣟࣜࢧࢱࣝࢳࢣࢵࢺࡣ 2 㐌㛫࡛ࠊྠᖺ 8 ᭶ᮾᾏᕷⱁ⾡
ሙ࣮࡛࣍ࣝࡢࢯࣟࣜࢧࢱ࡛ࣝࡣ 800 ே௨ୖࡢ⫈⾗ࡀ᮶ሙࠋ2018 ᖺ 7 ᭶㇏⏣  ࣆࢳ࢙࣮࣭ࣞ
9 ᭶㟁Ẽᩥ㤋ࢨ ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣭࣍ࣝ10 ᭶ࢼࢦࣖࣆࣀࢥࣥࢧ࣮ࢺࢧ࣭ࣟࣥ2019 ᖺ 2 ᭶ᮾᾏᕷ
ⱁ⾡ሙ࣮࡚࣍ࣝࢯࣟࣜࢧࢱࣝ㛤ദࠋ
➨ 73 ᅇࢪࣗࢿ࣮ࣈᅜ㝿㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝ㸦2018 ᖺ 10 ᭶㸧ฟሙỴᐃࠋ
ᮾᾏ୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࢆ 6 ᖺ㐃⥆㤳ᖍ࡛༞ᴗࠋᮾᾏ୰Ꮫᰯ༞ᴗίᅵ᐀㛛㈹ࠊᮾᾏ㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ
Ꮫᰯ㈹ཷ㈹ࠋ
⌧ᅾࠊྡྂᒇᏛ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ 2 ᖺ⏕ࠋ

ݜ་ᖌࣆࢽࢫࢺࡢ㊊ࡢⲡ㠠ࡢே⏕ࢆ┠ᣦࡍࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾ
࣭ᑠ 1㸦㸴ṓ㸧࣐ࣖࣁ㡢ᴦᩍᐊ࡛ࣆࣀࢆ⩦࠸ጞࡵࡿ
࣭ᆅඖࡢࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝ᭱ඃ⚽㈹ 5 ᖺ㐃⥆ཷ㈹
࣭ᑠ 6 ࡛ฟሙࡋࡓ᪥ᮏ᭱⣭ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣝࠕࣆࢸࢼ࣭ࣆࣀࢥࣥ࣌ࢸࢩࣙࣥ C ⣭㸦ᑠ 6 ௨ୗࡢ㒊㸧
ᅜ࡛ࠖ㔠㈹ 1 
࣭୰ 2 ࡢኟࠊ୍᪦ࡣࣆࣀࢆࡸࡵࡿࡇࢆỴព
࣭⮬ࡽࣆࣀࡢ࠶ࡿே⏕ࢆ㑅ᢥࠊᙜࡢᣦᑟ⪅ࡽවᴗࣆࢽࢫࢺࡢ㐨ࢆ┠ᣦࡍࡇࢆ່ࡵࡽࢀࡿ
࣭୰ 3 ࡛ࠕ᪥ᮏᏛ⏕㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝᅜ୰Ꮫᰯࡢ㒊ࠖ➨ 2 
࣭㧗 2 ࡛ࠕࣆࢸࢼ࣭ࣆࣀࢥࣥ࣌ࢸࢩࣙࣥ G ⣭㸦22 ᡯ௨ୗࡢ㒊㸧ᅜ࡛ࠖ㔠㈹ 1 
࣭㧗ᰯ༞ᴗࡢ 3 ᭶ࠊึࢯࣟࣜࢧࢱࣝ㛤ദࠊࢳࢣࢵࢺ 2 㐌㛫࡛
࣭ᮾᾏ୰㧗௦ࡣ 6 ᖺ㛫ⓙࠊ6 ᖺ㐃⥆㤳ᖍ༞ᴗ
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1.ࢪࣗࢿ࣮ࣈᅜ㝿㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝࡣ
࣭ࢪࣗࢿ࣮ࣈᅜ㝿㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝࡣୡ⏺ 3 ࣆࣀࢥࣥࢡ࣮ࣝ㸦ࢳࣕࢥࣇࢫ࣮࣭࢟ࢩࣙࣃ࣭࢚ࣥࣜࢨ
࣮࣋ࢺ㸧ḟࡄࠊ㛗࠸Ṕྐࢆࡿࡁ࡞ᅜ㝿ࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ 1 ࡘ㸦1939 ᖺ➨ 1 ᅇ㛤ദ㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ
࣐ࣝࢱ࣭ࣝࢤࣜࢵࢳࠊࣝࢺ࣮࣭ࣟ࣋ࢿࢹࢵࢸ࣭࣑ࢣࣛࣥࢪ࢙ࣜࠊࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭ࢢࣝࢲ࡞ᩘ
ከࡃࡢ㉸୍ὶ㡢ᴦᐙࢆ㍮ฟࡋ࡚ࡁࡓࠋ
࣭ㄢ㢟᭤ࡣẖᖺᚭᗏⓗᨵᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊࠕ๓ᅇྠࡌㄢ㢟᭤࡛ཷࡅࡽࢀࡿࠖ࠸࠺ࡇࡣࠊࡃ࡞࠸ࠋ
₇ዌᐙࡢࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝࠊࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࡀᅛᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ࠊࡇࢀࡣᴟࡵ࡚⌋ࡋ࠸ࠋ
࣭ᑂᰝဨࡣ 7 ྡ
                                                   

2.ணഛᑂᰝࡢෆᐜ
࣭5 ேࡢᑂᰝဨࡼࡿ₇ዌᫎീᑂᰝ㸦ㄢ㢟᭤ 2 ᭤ࠊ⮬⏤᭤ 1 ᭤㸧
࣭251 ྡᛂເࠊ15 ᅜࡢ 50 ྡ㸦18~30 ṓ㸧ࡀ㏻㐣

3.ᮏ㑅
࣭1 ḟᑂᰝ㸦ࣜࢧࢱࣝ 30 ศ㸧
2 ḟᑂᰝ㸦ࣜࢧࢱࣝ 45 ศ㸧
ࢭ࣑ࣇࢼࣝ㸦㔜ዌ 30 ศࠊࢯࣟࣜࢧࢱࣝ 30 ศ㸧
ࣇࢼࣝ㸦༠ዌ᭤㸧

https://www.concoursgeneve.ch/eng/ ࡼࡾ
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24

َ/*%7ಉ पঢ়घॊଽોপ৾भ੦ম৶धৌૢफ़ॖॻছॖথُभ
ઍقणभৌૢ্ଉभਏك

ੲਾ
ଵ৶
⋇भಌ
৷૭ك
ك
ูৢقभઞ৷૭ك
⋈ਙશभಌ
ૺقආಌৎك
ඞ
ඞ
⋉ਙશੲਾभඞ
قਉಋਗંك
⋊છಉभਙશ੶ൗඨ৯भ
ৄઉख
⋋প৾पলघॊ౾છథपउ
ऐॊਙશੲਾभ੶োৄઉख

৾ে
েણ

౸
⋇৸৾ઇఐ৯َ೨؞५
এॶشఐ৾ৰಆُभ၎ఊ
ಌ৷ಉभଦൟ
ಉभଦൟ
⋈৾ਗৰಆ
قઇৰಆكಉ
षभଦൟ
⋉౸पउऐॊ
ॢঝشউীऐ
ู
⋊౸ಉदभళู

ૣਹௐে
ૣ
ૣਹௐ
ਹௐ
ௐে
যহ
হ২
ऋ
ঃشॼॺشऋःॊ৩ऋଦ၉ऋ
ःॊ৩धभૣਹௐেृযহ
২قবलધఐ৾ુੋੌ়भ
भ
২॑ऎ॑ك؛ਭऐॊऒधऋदऌॊ২भৗਝ
્ٛશ೬ၿಉٜ
ฬ೬ၿਓ೬ၿਓ೬ၿଦ၉লਓ೬ၿ
भ่૧೬ၿஂ૧೬ஂ૧ী೬ᅏਬ೬ၿ
୯ო೬ၿ
ٛ౾ুਊٜپ
ჰുুਊମᄛભুਊ
پ౾ুਊ॑ਭஔघॊञीपम੨ಉऋষघॊ
َঃشॼॺش३ॵউછُಉभলऋਏ

⋇೨൧षभଦൟ
⋈৾েༀषभোৎଦൟ
⋉ো৾ૄ؞෮ૄ
ऩॉ
दभസಎधମऩॉ
ংش
قజेॉॲॖংش
३ॸॕਤभ
௴ਡऊै૭ચك
ك



ણ
ಉ
⋇ॖথॱشথ३ॵউ؞
উ
ણৎभৼৌૢ
⋈৾েেણपঢ়घॊৼ

৾
৾ൌषभଦൟ

୭
ତ
০৾पउःथਝఊৎಉ
पَ৯ॺॖঞُृَಌُ
॑ତ

ৼ
ษઠ
প৾ଡਛ৩মযृजभੇ
ఔ॑ৌपমफ़ॖॻছॖ
থपંखञઍ॑রੱप
/*%7ಉपঢ়घॊডথ५
ॺॵউৼษઠ॑ତ

25

০भୖ؞ৌૢ
¾ মफ़ॖॻছॖথमਠৎਡदম৾ऋৰखथःॊۉڷڼہಉ भਊহ॑ॉඕऎ
ୖषभ৬ऩৌૢभઍ॑౷ऽइ্ଉ॑खथउॉऽघऋअऽदुऩऎ
ۉڷڼہಉ भਊহभॽش६मदँॊधੳखथउॉऽघ؛
¾ ০म৾ে؞ઇ৩पৌघॊཟણقଢ଼ఊكभਝಌৗৎप়ॎचञ୭ତ
ৌૢহૐभਛऩन॑ষअधુपखञ੦ম৶पปढथऔैपਠ૾भ
ৌૢ॑౷ऽइञदرऩৃએदକऒॉअॊୖषभશৌૢ॑ਫ਼ୈखथःऌऽ
घ؛

ম੯ਖ়ॎच
ম੯पঢ়घॊਖः়ॎचमৣ੶भਚपउൢःखऽघ؛
ْ૿ਊٓ

ଽોপ৾੬ુ७থॱش
ၳઇ౸
ਕقऔइएऔ๊ك
৴൪ ٿ؟ଽોரયਂഠ
(PDLO؟N\RGRVDQNDNX#DGPQDJR\DXDFMS

26

અقপ৾पउऐॊ/*%7৾ে੍ରभॉੌाك
•
•
•
•
•
•

پଽોপ৾৹स

৾শ؞শपेॊଢ
ಖপؚ৾كقব੦ઇপ৾كق
/*%7੦ম্ଉ
পଚপَ৾ٮكق62*,੦ম্ଉُ
/*%7फ़ॖॻছॖথ؞फ़ॖॻঈॵॡ
ব੦ઇপؚ৾كق໒ణপؚ৾ قপଚਿয়পؚ৾كقଽોপ৾كق
ཟॖঋথॺౝभৰ
ঢ়ਧ৾প৾كعق
৸৾ଡਛ৩॑ৌधखञৰଙ৹ਪ
ඁદপؚ৾كقଽોপ৾پكقટૐੑর
ॺছথ५४ख़থॲ৾شে॑ਭऐোोॊপ৾
उภभপ৾قফ২ऊैك

27












᳆᳁ሁ ƴ᧙Ƣǔ
ӸӞܖٻދƷؕஜྸࣞƱࣖݣǬǤȉȩǤȳ











ᲭᲪ࠰  உ

ᇌܖٻඥʴ ӸӞܖٻދ


᳆᳁ሁƱƸᲦ.GUDKCPȷ)C[ȷ$KUGZWCNȷ6TCPUIGPFGT ӏƼ˂ƷࣱႎਦӼǍࣱᐯᛐǛԃ
ǉዮᆅƱƠǇƢŵ
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Ⴘ   ഏ


íᲨӸӞܖٻދƴƓƚǔ᳆᳁ሁƷࣱႎࣱ̾ǛݭƢǔؕஜྸࣞ ȷȷȷȷȷȷ Ძ

îᲨྵཞưƷφ˳ႎࣖݣƱ૾ᤆ   
   Ძ ൞ӸȷࣱКƷऴإƱƦƷሥྸƴƭƍƯ 
ܖဃ
    Ĭ ൞ӸƷ     ٭ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ძ
    ĭ ࣱКƷ     ٭ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ძ
    Į ࣱКऴإƷӕৢƍ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ძ
    į ܖٻƷႆᘍƢǔᚰଢሁƷࣱКᚡ᠍ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Წ
    İ ܖٻƴ੩ЈƢǔᜂƴƓƚǔࣱКऴإƷᚡλ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Წ

   Წ ಅƴƭƍƯ
ܖဃ
    Ĭ μܖᏋᅹႸžͤࡍȷǹȝȸȄᅹܱܖ፼ſƷ̲ޗᲦᘘܴᲦဇφƷᣐॾ
                            ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჭ
    ĭ ܱٳܖ፼ᲢᏋܱ፼ሁᲣƷ ̲ޗȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჭ
    Į ಅƴƓƚǔǰȫȸȗЎƚ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჭ
    į ಅሁƴƓƚǔԠᆅ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჭ

   Ჭ ܖဃဃƴƭƍƯ
ܖဃ
    Ĭ ܭͤࡍᚮૺ   ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ხ
    ĭ ܖဃܿᑀ     ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ხ
    Į λࡸܖȷҡಅࡸƷᘺƱ៲ƳǓ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ხ

   Ხ ǤȳǿȸȳǷȃȗȷݼᎰѣᲦܖဃဃƴ᧙ƢǔႻᛩ
ܖဃ
    Ĭ ǤȳǿȸȳǷȃȗȷݼᎰѣ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჯ
    ĭ ܖဃဃƴ᧙ƢǔႻᛩ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჯ
 
   Ჯ သܖƴƭƍƯ      ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჯ
ܖဃ

   Ჰ ᎰՃƷᅦМҽဃǍʴʙСࡇƴƭƍƯ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჯ
ᎰՃ

   Ჱ ͳૢؾ
σᡫ
    Ĭ ٶႸႎȈǤȬ   ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჰ
    ĭ ᘘܴ      ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჰ

   Ჲ ႻᛩᆸӝƴƭƍƯ
σᡫ
    Ĭ Ⴛᛩᆸӝ     ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჱ
    ĭ ႻᛩࢸƷ්Ǖ   ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჱ

ïᲨࠇ૰
Ⴛᛩᆸӝɟᚁ      ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ Ჲ
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íᲨӸӞܖٻދƴƓƚǔ᳆᳁ሁƷࣱႎࣱ̾ǛݭƢǔؕஜྸࣞ

 ӸӞܖٻދưƸᲦܖᘐঙᇘƴƓƍƯžᐯဌ᧧ᢋƳܖſƱžʴ᧓Ʊᅈ˟Ʊᐯƴ᧙Ƣǔᄂ
ᆮƱᏋǛᡫơƯᲦʴŷƷ࠳ᅦƴᝡྂƢǔƜƱǛᲦƦƷ̅ԡƱƢǔſƜƱǛਫ਼ƛƯƍǇƢŵ
ƦƷྸࣞƴༀǒƠᲦӸӞܖٻދưƸᲦƞǇƟǇƳࣱ̾ǛਤƭܖဃӏƼᎰՃƢǂƯƕݭƞ
ǕǔǭȣȳȑǹǛᄩ̬Ƣǔᝧ˓ƕƋǔƱᎋƑƯƍǇƢŵ᳆᳁ሁᲢ.GUDKCPȷ)C[ȷ
$KUGZWCNȷ6TCPUIGPFGT ӏƼ˂ƷǻǯǷȥǢȪȆǣǛԃǉᲣƷࣱႎࣱ̾ƴƭƍƯǋᲦӷಮ
ƴݭƞǕᲦƦƷᏡщƕ܍ЎƴႆੱưƖǔᏋȷᄂᆮȷݼಅؾƷૢͳƴӕǓኵǉƱƱǋƴᲦ
ྸᚐǛขǊǔƨǊƷգႆѣǛᆢಊႎƴܱƠƯƍƖǇƢŵ




îᲨྵཞưƷφ˳ႎࣖݣƱ૾ᤆ

ஜǬǤȉȩǤȳƸᲦᲭᲪ࠰ᲭஉໜưஜܖƕܱƠƯƍǔᲦ᳆᳁ሁƷ࢘ʙᎍǛӕ
ǓࠇƘᛢ᫆ǁƷφ˳ႎƳࣖݣƷϋܾƱ૾ᤆưƢŵᚕƏǇưǋƳƘᲦ᳆᳁ሁƷ࢘ʙᎍƷȋ
ȸǺƸٶಮưƢŵЭᡓƠƨؕஜྸࣞƴඝƬƯᲦƞǒƴྵཞƷࣖݣǛ៊ǇƑƨɥưᲦಮŷƳئ
᩿ưឪƜǓƏǔᛢ᫆ǁƷ̾КႎࣖݣǛ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ
 ஜǬǤȉȩǤȳƴ᧙ƢǔƝॖᙸǍƝᙲஓƴƭƍƯƸᲦႻᛩᆸӝᲢᲱȚȸǸӋༀᲣǇưƓ݃
ƤƘƩƞƍŵ



ˌɦᲦᲫ᳸ᲯƸܖဃݣᝋᲦᲰƸᎰՃݣᝋᲦᲱȷᲲƸσᡫƷႸưƢŵ


ᲫᲨ൞ӸȷࣱКƷऴإƱƦƷሥྸƴƭƍƯ
Ĭ ൞ӸƷ٭
ஜܖƴƓƚǔܖဃƷ൞ӸƸᲦܖቔቐɥƷᘙᚡƴؕƮƖܖϋưӕǓৢǘǕᲦܖቔቐɥƷᘙᚡ
ƸஜӸᲢৎቔɥƷ൞ӸᲣǛҾЩƱƠƯƍǇƢŵ
ᐯᛐƢǔࣱƴؕƮƘᡫᆅӸƷ̅ဇǛࠎஓƢǔئӳƸᲦܭƷዓƖǛኺƨɥư̅ဇƢǔ
ƜƱƕưƖǇƢƷưᲦᛇኬƸႻᛩᆸӝᲢᲱȚȸǸӋༀᲣǇưƝႻᛩƘƩƞƍŵ
 ƳƓᲦஜܖƕႆᘍƢǔᚰଢሁᲢጚᚰଢǍܖˮᚡሁᲣƴƭƍƯƸᲦӧᏡƳርư௩᠂
ƴࣖݣƠǇƢŵƨƩƠᲦᐯᛐƢǔࣱƴؕƮƘᡫᆅӸǛ̅ဇƢǔƜƱƴǑǓɧМႩƕဃơǔئ
ӳƕƋǓǇƢƷưᲦƦƷئӳƸஜʴƷᝧ˓ƴƓƍƯࣖݣƠƯƘƩƞƍŵƲƷǑƏƳɧМႩƕ
ဃơǔӧᏡࣱƕƋǔƔƓჷǓƴƳǓƨƍئӳᲦǇƨᲦዓƖǛᡶǊǔɥưƷ࣎ᣐʙƳƲƕƋ
ǕƹᲦႻᛩᆸӝᲢᲱȚȸǸӋༀᲣǇưƝႻᛩƘƩƞƍŵ

ĭ ࣱКƷ٭
ৎቔɥƷࣱКƕ٭ƞǕƨئӳƸᲦܖቔቐɥƷࣱКऴإƷ٭ƕӧᏡưƢŵ


Į ࣱКऴإƷӕৢƍ
ஜܖưƸᲦ࢘ʙᎍƷॖƠƳƍ࢟ưஜʴƷࣱКऴإƕπᘙƞǕǔƜƱƕƳƍǑƏᲦ॰ƴ
ӕǓৢƍǇƢŵཎƴӸቐƱܖѦऴإǷǹȆȠưƷࣱКऴإƷӕǓৢƍƴƭƍƯᲦˌɦƷໜƴ
ӕǓኵǈǇƢŵ
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ŪӸቐ
ܖဃƴᣐࠋȷਫ਼ᅆƢǔӸቐƴƭƍƯƸᲦҾЩƱƠƯƍƔƳǔ૨ƴƭƍƯǋࣱКഇǛ
ᨊٳƠƯᣐࠋȷਫ਼ᅆƠǇƢŵՃƷ˟ᜭሁưǋᲦࣱКऴإǛԃǉ̾ʴऴإƴƭƍƯƸ॰
ƴӕǓৢƍǇƢᲢ̊Ჴ˟ᜭ૰ƱƢǔᨥƴƸࣱКऴإǛ˜ƤƯӕǓৢƏሁᲣ
ŵ

ŪܖѦऴإǷǹȆȠ
ܖѦऴإǷǹȆȠưࣱКऴإƴǢǯǻǹưƖǔೌᨂǛஊƢǔƷƸᲦѦਃ࢘ȷܖဃਃ
࢘ƷᎰՃƷǈưƢŵஜܖưƸᎰՃƴݣƠƯᲦࣱКऴإǛԃǊƨ̾ʴऴإƷӕǓৢƍ
ƴ᧙Ƣǔᄂ̲ƩƚưƸƳƘᲦ᳆᳁ሁƴ᧙Ƣǔᄂ̲ǛӖƚǔƜƱǛਖ਼ᡶƠᲦࣱКऴإ
Ʒ॰ƳӕǓৢƍǛ࠼ƘգႆƠƯƍƖǇƢŵ

į ܖٻƕႆᘍƢǔᚰଢሁƷࣱКᚡ᠍
ஜܖƕႆᘍƢǔᚰଢሁᲢጚᚰଢǍܖˮᚡሁᲣƷƏƪᲦɼƳᚰሁƷࣱКᚡ᠍Ʒஊ
ƴƭƍƯƸɦᚡƷƱƓǓưƢŵʻࢸᲦƞǒƴऴإǛᨼǊǔƱƱǋƴᲦӲᚰሁưࣱКƷᚡ᠍
ƕஜ࢘ƴ࣏ᙲƔƲƏƔǛԃǊᲦ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ


ᲶࣱКᚡ᠍ƷƳƍǋƷᲢ  ࠰  உໜᲣᲸ
   ܖˮᚡᲦܖˮᚰଢᲦܖಅጚᚰଢᲦ̲ࢽᅹႸᄩᛐᘙᲦҡಅᲢ̲ʕᲣᙸᡂᚰଢ
Ღܖנᚰଢሁ
ᲶࣱКᚡ᠍ƷƋǔǋƷᲢ  ࠰  உໜᲣᲸ
   ͤࡍᚮૺᚰଢሁᲢࣱКᚡ᠍ƴƭƍƯႻᛩưƖǇƢŵ
ᲣᛇኬƸႻᛩᆸӝᲢᲱȚȸ
ǸӋༀᲣǇưƝႻᛩƘƩƞƍŵ

İ ܖٻƴ੩ЈƢǔᜂƴƓƚǔࣱКऴإƷᚡλ
ஜܖƴ੩ЈƢǔᜂᲢλܖ૰βᨊȷࣉӓ྅ʖဎᛪᲦಅ૰βᨊဎᛪǍӲᆔ̅ဇᫍሁᲣ
ƷƏƪᲦɼƳǁƷࣱКऴإƷᚡλƷஊƴƭƍƯƸˌɦƷƱƓǓưƢŵʻࢸᲦƞǒƴऴ
إǛᨼǊǔƱƱǋƴᲦӲưࣱКऴإƷᚡλƕஜ࢘ƴ࣏ᙲƔƲƏƔǛԃǊᲦ౨᚛ƠƯƍƖ
ǇƢŵǇƨᲦӲኵጢƴƓƍƯǋӷಮƷ૾ᤆưࣖݣǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ
 ƳƓᲦƜǕǒƷ੩ЈƴέᇌƪᲦʙЭƴႻᛩƢǔƜƱưࣱКᚡ᠍ഇǛசᚡλƷǇǇ੩ЈƢǔ
ƜƱƕӧᏡƳئӳǋƋǓǇƢŵ

ᲶࣱКᚡ᠍ƷƳƍǋƷᲢ  ࠰  உໜᲣᲸ
λܖ૰βᨊȷࣉӓ྅ʖဎᛪᲦಅ૰βᨊဎᛪሁ
ᲶࣱКᚡ᠍ƷƋǔǋƷᲢ  ࠰  உໜᲣᲸ
ᨥַᯚλއဎᛪᲦᛢٳѣᢃѣᢿᢿՃӸቐᲦ
Ꮛܱ፼ӋьဎᡂᲦʼᜱሁ˳᬴ܱဎᡂሁ
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ᲬᲨಅƴƭƍƯ
Ĭ μܖᏋᅹႸžͤࡍȷǹȝȸȄᅹܱܖ፼ſƷ̲ޗᲦᘘܴᲦဇφƷᣐॾ
 ஜܖƷμܖᏋᅹႸžͤࡍȷǹȝȸȄᅹܱܖ፼ſưƸᲦˌɦƷǑƏƳܱ፼ƴ᧙ƢǔᣐॾǛ
ܱƠƯƍǇƢŵᛇኬƸᲦᇹᲫׅႸƷಅưӖᜒɥƷǬǤȀȳǹӏƼᆔႸЎƚǛᘍƏƷưᲦ
ƦƷᨥƴਃ࢘ՃƴႻᛩƢǔƔᲦʙЭƴႻᛩƠƨƍئӳƸᏋᨈʙѦܴᲢ
ᲣǇưƝႻᛩƘƩƞƍŵ



Ū̲ޗ
μܖᏋᅹႸžͤࡍȷǹȝȸȄᅹܱܖ፼ſƴƓƍƯဏڡКƷᙲእƕƋǔᅹႸƕƋǓǇ
Ƣŵφ˳ႎƴƸˌɦƷǑƏƳᅹႸƕेܭƞǕǇƢŵƜǕǒƷᅹႸƴƭƍƯƸᲦܖဃƕޗ
̲ƷӋᎋƱƳǔǑƏᲦᚨಅᅹႸɟᚁƷͳᎋഇሁƴဏڡКƷᙲእᲢǦǧǢᲦဇφሁᲣ
ƕƋǔƜƱǛଢᚡƢǔƜƱǛ౨᚛ƠƯƍǇƢŵ
ŹݦဇƷǦǧǢƴბஆƑƕ࣏ᙲƳᅹႸᲢ̊ᲴǹǤȟȳǰᲣ
ŹဇφƕဏڡКƷᅹႸᲢ̊ᲴȐǹǱȃȈᲦǴȫȕᲦȩǱȃȈᲣ
Ź˂ƷܖဃƱƷ៲˳ႎᚑƕƋǔᅹႸᲢ̊ᲴȕǣȃȈȍǹᲣ
ŹܿජǛˤƏᅹႸᲢ̊ᲴǹǭȸᲦȈȬȃǭȳǰᲣ
ŹƦƷ˂ᲦಅϋưဏڡКƴǰȫȸȗǛ˺ǔ࣏ᙲƕƋǔᅹႸ

Ūᘘܴ
ᚨᲦᚨͳƷཞඞƴǑǓ࣏ƣƠǋࠎஓƴඝƑǔƱƸᨂǓǇƤǜƕᲦᘘܴƷ̅ဇƴƭ
ƍƯᲦࠎஓƴǑǓ̾КࣖݣǛʙЭƴႻᛩƢǔƜƱƕưƖǇƢŵʻࢸᲦƞǒƳǔᚨᲦᚨ
ͳƷૢͳǛᡶǊƯƍƘʖܭᲢȭȃǫȸǛٶႸႎȈǤȬƴᨩƞƤǔሁƷٶႸႎȈǤȬ
ƷਘΪᲦဏڡКᘘܴƴλǒƣƱǋᝮԼǛ̬ሥưƖǔȭȃǫȸƷᚨፗሁᲣưƢŵ


ŪဇφƷᣐॾ
ࣱКƴ̅ဇǛ൭ǊǒǕǔƜƱƷƳƍǑƏᲦʙЭƴႻᛩƢǔƜƱƕưƖǇƢᲢܱᨥƴ
̅ဇƢǔƔƲƏƔƸƋƘǇưǋӲᐯƴƓ˓ƤƠǇƢᲣ
ŵ

ĭ ܱٳܖ፼ᲢᏋܱ፼ሁᲣƷ̲ޗ
ܱ፼ӖƚλǕέƷ˳СǍཞඞƴǑǓ࣏ƣƠǋࠎஓƴඝƑǔƱƸᨂǓǇƤǜƕᲦᏋܱ፼
ǛԃǊƨٳܖưƷܱ፼ưेܭƞǕǔȈǤȬǍᘘܴᲦᘺሁƴ᧙ƠƯʙЭƴႻᛩƢǔƜƱ
ƕưƖǇƢŵᛇኬƸႻᛩᆸӝᲢᲱȚȸǸӋༀᲣǇưƝႻᛩƘƩƞƍŵ


Į ಅƴƓƚǔǰȫȸȗЎƚ
ಅƴƓƚǔǰȫȸȗЎƚƴƓƍƯᲦஜܖưƸࣱКưƷǰȫȸȗЎƚƕɧ࣏ᙲƴᘍǘǕ
ǔƜƱƕƳƍǑƏԗჷǛǓǇƢŵཎƴμܖᏋᅹႸžͤࡍȷǹȝȸȄᅹܱܖ፼ſưဏڡК
ƷᙲእƕƋǔᅹႸƴƭƍƯƸᲦɥᡓƠƨƱƓǓᲦᚨಅᅹႸɟᚁưʙЭƴଢᚡƢǔǑƏ౨
᚛ƠǇƢŵ

į ಅሁƴƓƚǔԠᆅ
ஜܖưƸಅሁƴƓƚǔԠᆅᲢᐯᛐƢǔࣱƴؕƮƖᲦ̊ƑƹᲦ/UưƸƳƘ /TƱƢǔሁᲣ
ƸᲦʙЭƷႻᛩƴǑǓᙲஓƴඝƏƜƱƕӧᏡƳئӳǋƋǓǇƢŵᛇኬƸႻᛩᆸӝᲢᲱȚȸǸ
ӋༀᲣǇưƝႻᛩƘƩƞƍŵ
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ᲭᲨܖဃဃƴƭƍƯ
Ĭ ܭͤࡍᚮૺ
ஜܖưܱƢǔܭͤࡍᚮૺƴƭƍƯᲦࠎஓƴǑǓ̾КࣖݣǛʙЭƴႻᛩƢǔƜƱƕư
ƖǇƢŵᛇኬƸ̬ͤሥྸܴᲢᲣǇưƝႻᛩƘƩƞƍŵ

ĭ ܖဃܿᑀ
ஜܖƴƸܖဃܿᑀƕᙐૠƋǓǇƢƕᲦဏڡƷσஊǹȚȸǹǍܴއƷဏڡȕȭǢЎƚሁƷ
ᚨͳ᩿Ǎᢃဇ᩿ƸཋƴီƳǓǇƢŵλއƴ᧙ƠƯƸᲦ̾КƷཞඞƴǑǓ࣏ƣƠǋࠎஓƴ
ඝƑǔƱƸᨂǓǇƤǜƕᲦʙЭƴႻᛩƢǔƜƱƕӧᏡưƢŵ

ཋӸ

λއᎍ

ȕȭǢሁ

ȈǤȬ

Ƿȣȯȸȷෘܴ

ᨥַᯚ
#$% 

ଐஜʴܖဃ
သܖဃ

ᴤᴳᴉƴǑƬƯဏ
ڡЎƚ

Ӳܴ 7$ ᴜᴊᴲᚨፗᲦ
Ძ᨞σဇᴜᴊᴲ ဏ
ڡК 

Ӳܴ 7$ ᚨፗ

ᴊᴵᴘᴈᴝᴔᴆᴝᴱᴲᴔᴶ
ᴛᴶᴵᴕிޛ

သܖဃ

ဏڡσᡫ

Ӳܴ 7$ ᴜᴊᴲᚨፗᲦܿ
ᑀӏƼሥྸᲫ᨞
σဇᴜᴊᴲ ဏڡК 

Ӳܴ 7$ ᚨፗ

သܖဃ˟

သܖဃ

ဏڡКƷᴌᴰᴉǛ
ᚨܭ

ܼଈဇۡپဇƷᢿދ
ƷǈӲܴ7$ᴜᴊᴲᚨ
ፗᲦӲ᨞σဇᴜᴊᴲ ဏ
ڡК 

ܼଈဇۡپဇƷᢿ
ދƷǈӲܴ7$ᚨ
ፗᲦӲ᨞σဇᴔᴄᴴᴈᴱ
ᴈᴩȷෘܴ ဏڡК 

ྀ᭗ထܿᑀ

သܖဃ
ဏࣱƷǈ 

ဏࣱƷǈ

Ӳ᨞σဇᴜᴊᴲ ဏࣱဇ
Ʒǈ 

Ӳ᨞σဇᴔᴄᴴᴈᴱᴈᴩ
ဏࣱဇƷǈ 

ᴊᴵᴘᴈᴝᴔᴆᴝᴱᴲᴔᴶ
ᴛᴶᴵᴕޛᴡᴈᴕ

သܖဃ

ᴤᴳᴉƴǑƬƯဏ
ڡЎƚ

Ӳܴ7$ᴜᴊᴲᚨፗᲦ
Ძ᨞σဇᴜᴊᴲ ဏڡσ
ဇ

Ӳܴ 7$ ᚨፗ

ᴊᴵᴘᴈᴝᴔᴆᴝᴱᴲᴔᴶ
ᴛᴶᴵᴕޛᴓᴋᴕ

သܖဃ

ဏڡσᡫᲦ ᴤᴳ
ᴉ  ᴭᴞᴇᴜ ᴭᴞᴇᴜ
ƴဏڡЎӧ 

Ӳᴔᴂᴉᴱᴈᴩϋσဇᴜᴊᴲ ᴭ
ᴞᴇᴜ 

Ӳᴔᴂᴉᴱᴈᴩϋσဇᴔᴄ
ᴴᴈᴱᴈᴩ ᴭᴞᴇᴜ 

ᴊᴵᴘᴈᴝᴔᴆᴝᴱᴲᴔᴶ
ᴛᴶᴵᴕᙸڭ

သܖဃ

ᴤᴳᴉƴǑƬƯဏ
ڡЎƚ

Ӳܴ7$ᴜᴊᴲᚨፗᲦᲫ
᨞σ৷ᴜᴊᴲ ࣱڡဇg
ᲫᲦဏڡσဇgᲫ 

Ӳܴ 7$ ᚨፗ



Į λࡸܖȷҡಅࡸƷᘺƱ៲ƳǓ
ஜܖưƸᲦȀǤȐȸǷȆǣਖ਼ᡶƷᚇໜƔǒᲦλࡸܖǍҡಅࡸƴƓƍƯٶಮƳǢǤȇȳȆǣ
ȆǣƴؕƮƍƨᘺǍ៲ƳǓưӋьƢǔƜƱƕưƖǇƢŵࡸχưƋǔƜƱǛ៊ǇƑƨƏƑ
ưᲦႏƞǜƴƾƞǘƠƍᘺǍ៲ƳǓưƝӋьƘƩƞƍŵƜǕǇưǹȸȄǍᘲưƷӋьᎍƕ
ٶƍưƢƕᲦԧᘺᲦൟଈᘘᘺሁᲦٶಮƳǢǤȇȳȆǣȆǣƴұƠƨᘺǍ៲ƳǓưƷӋьǋ
ƋǓǇƢŵ
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ᲮᲨǤȳǿȸȳǷȃȗȷݼᎰѣᲦܖဃဃƴ᧙ƢǔႻᛩ
Ĭ ǤȳǿȸȳǷȃȗȷݼᎰѣ
 ܖဃႻᛩዮӳǻȳǿȸݼᎰႻᛩᢿᧉưƸᲦǤȳǿȸȳǷȃȗǍݼᎰѣƷႻᛩƴǋݣ
ࣖƠƯƍǇƢŵǤȳǿȸȳǷȃȗǍݼᎰѣᲦݼᎰࢸƷɧܤǛƸơǊᲦǭȣȪǢƴ᧙ǘǔ
ϋܾƴƭƍƯႻᛩՃƱƱǋƴᎋƑǔƜƱƕưƖǇƢŵ

ĭ ܖဃဃƴ᧙ƢǔႻᛩ
ܖဃႻᛩዮӳǻȳǿȸưƸᲦܖဃႻᛩᢿᧉӏƼȡȳǿȫȘȫǹᢿᧉƴƓƍƯᲦǸǧȳȀ
ȸȷǻǯǷȥǢȪȆǣᲦࣱƴǇƭǘǔƜƱǛԃǉܖဃဃɥƷಮŷƳपǈǍբ᫆ƴƭƍƯݦ
ᧉܼƕࣖݣƠǇƢŵٳʴသܖဃƷ૾ƸᲦᨥᏋʩ්ǻȳǿȸǢȉȐǤǸȳǰᢿᧉưǋݣ
ࣖƠǇƢŵ
ǇƨᲦȏȩǹȡȳȈႻᛩǻȳǿȸưƸᲦǸǧȳȀȸȷǻǯǷȥǢȪȆǣᲦࣱƴ᧙ᡲƠƯۯ
ƕǒƤǛӖƚƨƱज़ơƨئӳƴᲦܼᧉݦƕႻᛩƴࣖơǇƢŵ



ᲯᲨသܖƴƭƍƯ
ෙٳသܴܖưƸᲦသܖέư࣏ᙲƱƢǔဃؾǍܖ፼ૅੲ˳СƳƲƷႻᛩƴǋࣖݣƠƯ
ƍǇƢŵသܖȗȭǰȩȠƷ˖ဒΨǍңܭఄƴǑƬƯӖλǕཞඞƕီƳǔƨǊᲦʙЭƴӋьࠎ
ஓƷȗȭǰȩȠǍӖƚλǕέƷཞඞǛᛦǂǔƜƱƕᙲưƢŵ
࣏ƣƠǋࠎஓƴඝƑǔƱƸᨂǓǇƤǜƕᲦသܖǛࠎஓƢǔܖဃưǵȝȸȈǛࠎஓƢǔئ
ӳƸᲦෙٳသܴܖǍᲦသܖȗȭǰȩȠǛ˖ဒƠƯƍǔᎰՃƴႻᛩƠƯƘƩƞƍŵ



ᲰᲨᎰՃƷᅦМҽဃǍʴʙСࡇƴƭƍƯ
 ஜܖƴƓƍƯƸᲦȑȸȈȊȸƕƍǔᎰՃƕᲦᣐͪᎍƕƍǔᎰՃƱӷಮƷᅦМҽဃǍʴʙС
ࡇᲢӏƼ૨ᢿᅹܖႾσฎኵӳƷСࡇǛᨊƘŵ
ᲣǛƏƚǔƜƱƕưƖǔСࡇƷૼᚨǛႸਦƠ
ǇƢŵ

 ࠊғထሁƴƓƚǔžȑȸȈȊȸǷȃȗᚰଢſ
ӍƸᲦ
ᜂٳưȑȸȈȊȸǷȃȗڎኖᲢӷࣱ۟ŴȉȡǹȆǣȃǯȷȑȸȈȊȸŴǷȓȫȦȋ
ǪȳƳƲᲣǛኽǜưƍǔƜƱƕᄩᛐưƖǔ
ӍƸᲦ
˓ॖࢸᙸڎኖƳƲƴ᧙ƢǔπദᚰᲢèᲫᲣƷദஜӍƸᜈஜᲦ
ȑȸȈȊȸƱӷއƠƯƍǔƜƱǛᄩᛐưƖǔ˰ൟᅚƷϙƠᲦ
ኽ۟ƠƯƍƳƍƜƱǛᄩᛐưƖǔৎቔɟᢿʙᚰଢ

Ǜ੩ЈƠᲦӲСࡇƷᢘဇவˑƴӳᐲƢǔƜƱưᲦഏƷСࡇƕᢘဇƞǕǇƢŵ

 ᲶཎК˞ୗሁᲸ                  Ჶᜂ࢘Ჸ
  ኽ۟˞ୗ                     ৣ࢘
  ငЭ˞ୗȷငࢸ˞ୗȷᣐͪᎍЈင˞ୗᲦ       ҥ៲ឨ˓࢘
Ꮛδ˞ಅȷᏋδᢿЎ˞ಅȷᏋδჺ᧓ѮѦ
  ܇ƷჃᜱ˞ୗᲦʼᜱ˞ಅᲦʼᜱᢿЎ˞ಅ
  ࣐ࡽ˞ୗȷᡙल˞ୗ
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èᲫ ʚʴƕᲦႻʝƴႻ૾Ǜ˓ॖࢸᙸӖ˓ᎍƱƢǔ˓ॖࢸᙸڎኖƴ̞ǔπദᚰǛ˺
ƠᲦႇᚡƠƯƍǔƜƱǛᄩᛐƠǇƢŵ˓ॖࢸᙸڎኖƱƸᲦ
ž˓ॖࢸᙸڎኖƴ᧙Ƣǔඥࢷſ
ƴؕƮƖᲦஜʴƷЙૺᏡщƕɧҗЎƱƳƬƨƱƖƷᐯЎƷဃᲦၲჃᜱӏƼᝠငƷሥ
ྸƴ᧙ƢǔʙѦƴƭƍƯᲦƋǒƔơǊᲦ˓ॖࢸᙸӖ˓ᎍᲢ˓ॖࢸᙸڎኖƷјщƕဃơƨ
ࢸƸž˓ॖࢸᙸʴſƱԠƹǕǇƢŵᲣƴˊྸೌǛ˄ɨƢǔڎ˓ۀኖưƢŵƜǕƴǑǓᲦ
ݩஹᲦஜʴƷЙૺᏡщƕɧҗЎƱƳƬƨئӳƴᲦ˓ॖࢸᙸʴƕڎኖƴؕƮƍƯஜʴƷဃ
ǛܣǔƜƱǛႸႎƱƠƯƍǇƢŵ

ᎰՃƷ̅ڿဇӏƼᡫᆅ̅ဇƷዓƖƴƭƍƯƸᲦ
žᎰՃƷڿሁƷዓƖƴƭƍƯᲢ
  ࠰  உ  ଐᲢʴʙȷіѦਃ࢘ᲣᡫჷᲣ
ſǛӋༀƠƯƘƩƞƍŵ

ஜܖưƸᲦʻࢸǋ᧙̞ೞ᧙ƷѣӼǛᄩᛐƠƳƕǒᲦСࡇƷਘٻǛ౨᚛ƠƯƍƖǇƢŵ




ᲱᲨͳૢؾ
Ĭ ٶႸႎȈǤȬ
ஜܖƴƸᲦᛡưǋ̅ဇưƖǔٶႸႎȈǤȬᲢƩǕưǋȈǤȬᲣƕᚨፗƞǕƯƍǇƢŵܖ
ϋᚨƷٶႸႎȈǤȬᲢƩǕưǋȈǤȬᲣƷئƸᲦƀӸӞܖٻދǭȣȳȑǹȞȃȗᲢி
ޛȷ࠳ٻǭȣȳȑǹ ȐȪǢȕȪȸዻᲣƁᲢJVVRYYYPCIQ[C
WCELRWRNQCFAKOCIGUOCRRFHᲣǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ʻࢸǋᲦȦȋȐȸǵȫȇǶǤȳƷᚇໜƔǒᲦž᳆᳁ሁǁƷᣐॾſžᨦܹᎍǁƷᣐ
ॾſž܇ƲǋᡲǕǁƷᣐॾſžٳʴǁƷᣐॾſሁǛᘍƬƨᲦƩǕǋƕ̅ƍǍƢƍƀƩǕ
ưǋȈǤȬƁƷૢͳǛႸਦƠᲦǵǤȳᚘဒƷᙸႺƠǍᚨͳȷೞᏡƷΪܱǛƬƯƍƘʖܭ
ưƢŵ

ĭ ᘘܴ
ஜܖƷᘘܴƸɟᢿƷᚨǛᨊƖဏڡКƴЎƔǕƯƍǇƢŵᚨᲦᚨͳƷཞඞƴǑǓᲦ࣏
ƣƠǋࠎஓƴඝƑǔƱƸᨂǓǇƤǜƕᲦᘘƴ࢘ƨǓ̾Кࣖݣƕ࣏ᙲƳئӳƸႻᛩᆸӝ Ჱ
ȚȸǸӋༀ ǇưƝႻᛩƘƩƞƍŵ
ʻࢸƸᲦƩǕưǋȈǤȬƴƓƍƯǋᘘƕӧᏡƱƳǔǑƏᲦȕǣȃȆȳǰȜȸȉᲢბஆƑ
ӨᲣƷᚨፗǛᡶǊƯƍƘʖܭưƢŵ
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ᲲᲨႻᛩᆸӝƴƭƍƯ
Ĭ Ⴛᛩᆸӝ
ஜܖưƸᲦ᳆᳁ሁƴ᧙ƢǔႻᛩᆸӝǛˌɦƷƱƓǓᚨፗƠƯƍǇƢŵƜƜưƸᲦɼƴ
ஜʴǍƦƷܼଈሁǛݣᝋƱƠƯᲦஜǬǤȉȩǤȳƴᅆƠƨϋܾǛɶ࣎ƴႻᛩƕưƖǇƢŵྵ
ཞưƸᲦࣖݣӧᏡƳϋܾƸ̾КƷཞඞǍͨܖٻƷʙऴƴǋǑǔƨǊᲦ࣏ƣƠǋࠎஓƴชƑƳ
ƍئӳǋƋǓǇƢƕᲦǇƣƸƓൢ᠉ƴƝႻᛩƘƩƞƍᲢƳƓᲦǬǤȉȩǤȳϋƴƓƍƯӲ
Ⴘƴ᧙ƢǔႻᛩέƱƠƯకϋƠƨᆸӝǁႺႻᛩƠƯƍƨƩƍƯǋƔǇƍǇƤǜᲣ
ŵ
ɦᚡႻᛩᆸӝưƸᲦႻᛩϋܾƴǑƬƯƸᲦࠇƴƋǔႻᛩᆸӝǛኰʼƠᲦᡲઃƠƯࣖݣƢ
ǔƜƱǋƋǓǇƢŵƦƷᡲઃƷርǍϋܾƴƭƍƯƸᲦʙЭƴஜʴƱᄩᛐƠƨɥưᡶǊǇƢŵ
ܣᅼ፯ѦǛƬƨਃ࢘ᎍƕࣖݣƠǇƢƷưᲦ࣎ܤƠƯƝႻᛩƘƩƞƍŵ


Š ᎰՃᲦܖဃƷƨǊƷႻᛩᆸӝ



ȯȳǹȈȃȗႻᛩᆸӝ




'  O C K NᲴQPGUVQR"CFOPCIQ[CWCELR
ᴦᴈᴩᴥᴷᴈᴔᴶᲴJVVRYYYPCIQ[CWCELRKPVGTPCNCECFGOKEKPSWKT[JVON






Š ܖဃƷƨǊƷႻᛩᆸӝ










ܖဃႻᛩዮӳǻȳǿȸ
  ئᲴிޛǭȣȳȑǹܖᢿ  ӭ $ 
ᩓ  ᛅᲴᲢႻᛩዮӳӖ˄Უ
'  O C K NᲴUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR
ᴦᴈᴩᴥᴷᴈᴔᴶᲴJVVRICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

èႻᛩƸʖኖСưƢŵ



ႻᛩưƖǔϋܾ̊
¾ ൞ӸȷࣱКƷӕৢƍƴƭƍƯ 2᳸ 

¾ ಅƷ̲ޗƴƭƍƯ
2 

¾ ǤȳǿȸȳǷȃȗȷݼᎰѣᲦܖဃဃƴ
᧙ƢǔႻᛩ 2 
¾ ᘘܴሁƷͳૢؾƴƭƍƯ
2 


¾ ஜǬǤȉȩǤȳƴ᧙Ƣǔॖᙸȷᙲஓ
2  



èᰋᑈӏƼ࠳ٻƷӲǭȣȳȑǹưǋႻᛩƕӖƚǒǕǇ
Ƣŵܴ୴ଐ᧓ƴƭƍƯƸᲦɥᚡțȸȠȚȸǸǍᡲ
ዂέưƝᄩᛐƘƩƞƍŵ




ĭ ႻᛩࢸƷ්Ǖ
 ႻᛩǛӖƚƨئӳᲦஜʴƷࠎஓƱʕᚐƴؕƮƖᲦ࣏ᙲƴࣖơƯ᧙̞ኵጢƱࣖݣǛңᜭƠǇ
ƢŵࣖݣƷؕஜႎƳ්ǕƸഏƷƱƓǓưƢƕᲦφ˳ႎƳࣖݣƴƭƍƯƸ̾КƷཞඞƴǑǓǇ
Ƣŵ

ࠎஓǍσஊƷ

࣏ᙲƴࣖơƯ 

ርǛᄩᛐ

ஜʴƱƱǋƴ 
࢘ʙᎍ
᧙̞ኵጢ
ŨŨŨǻȳǿȸ


ᲢஜʴȷܼଈሁᲣ
ᲢՃȷਃ࢘ᎍሁᲣ

Ⴛᛩ
ᛦૢȷᡲઃ
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ïᲨࠇ૰ųႻᛩᆸӝɟᚁ
ܖဃ

ᎰՃ

Ӹᆅ

ئ

ݣᝋ

Ⴛᛩϋܾ

ਃ࢘ᎍ

ʖኖ

ᡲዂέ

ཎᚡʙ

5VWFGPVU

(CEWNV[
CPF5VCHH

%QPUWNVCVKQPFGUM

2NCEG

4GUKRKGPV

%QPUWNVCVKQPOCVVGTU

2GTUQPKP
EJCTIG

#RQKPVOGPV

%QPVCEVKPHQTOCVKQP

4GOCTMU

Ź

Ź

ȯȳǹȈȃȗႻᛩᆸӝ

Ü

1PG5VQR%QPUWNVCVKQP&GUM

Ź

Ź

Ź

Ź

Ź

Ź

Ź

ƲƷႻᛩᆸӝƴႻᛩƠƯƍƍƔЎƔǒƳƍئӳ

ႻᛩՃ

Ü

#NNOGODGTU

+H[QWFQP VMPQYYJQ[QWECPVCNMVQ
CDQWVYQTTKGU

%QWPUGNQT

Ü

QPGUVQR"CFOPCIQ[CWCELR
QPGUVQR"CFOPCIQ[CWCELR

ܖဃႻᛩዮӳǻȳǿȸܖဃႻᛩᢿᧉ

ܖᢿᲱӭᲬ(

ܖဃȷܼଈȷਦݰՃ

ܖဃဃƴ᧙ƢǔಮŷƳपǈǍǓƝƱ

ǫǦȳǻȩȸᲢᐮ࣎
ྸٟᲣ

%GPVGTHQTUVWFGPVEQWPUGNKPIUVWFGPV
EQWPUGNKPIUGEVKQP

($WKNFKPI$9KPI5EJQQN
QH'PIKPGGTKPI

5VWFGPVUVJGKTHCOKN[OGODGTVJGKT
UWRGTXKUQTU

%QWPUGNKPICPFEQPUWNVCVKQPHQTUVWFGPVU
YJQJCXGUQOGVTQWDNGUQTYQTTKGUQH
ECORWUNKHG

%NKPKECNRU[EJQNQIKUVU 4GSWKTGF

ܖဃႻᛩዮӳǻȳǿȸȡȳǿȫȘȫǹᢿᧉ

̬ͤሥྸܴ

ܖဃȷܼଈȷਦݰՃ

ൢЎƷᓳƪᡂǈǍॖഒ˯ɦŴɧܤŴɧƳƲȡȳ
ችᅕᅹҔ
ǿȫȘȫǹƴ᧙ƢǔႻᛩŴၲ

࣏ᙲ

ᩓᛅᲴ
'OCKNᲴUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

%GPVGTHQTUVWFGPVEQWPUGNKPIOGPVCNJGCNVJ
UGEVKQP

*GCNVJ#FOKPKUVTCVKQP1HHKEG

5VWFGPVUVJGKTHCOKN[OGODGTVJGKT
UWRGTXKUQTU

/CVVGTQHOGPVCNJGCNVJ

2U[EJKCVTKUVU

4GSWKTGF

6'.
'OCKNᲴUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

ܖဃႻᛩዮӳǻȳǿȸݼᎰႻᛩᢿᧉ

ܖᢿᲱӭᲬ(

ܖဃȷܼଈȷਦݰՃ

ǭȣȪǢŴݼᎰѣƴ᧙ƢǔႻᛩ

ǭȣȪǢǫǦȳǻȩȸ

࣏ᙲ

ᩓᛅᲴ
'OCKNᲴUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

Ӗ˄᧓Ƹଐ
ᾄ

%GPVGTHQTUVWFGPVEQWPUGNKPIECTGGT
EQWPUGNKPIUGEVKQP

($WKNFKPI$9KPI5EJQQN
QH'PIKPGGTKPI

5VWFGPVUVJGKTHCOKN[OGODGTVJGKT
UWRGTXKUQTU

%CTGGTEQWPEGNKPIHQTUVWFGPVU

%CTGGTEQWPUGNQTU

4GSWKTGF

6'.
'OCKNUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

/QP(TKᾄ


ᨦܹܖဃૅੲƷႻᛩᆸӝ

ܖᢿᲱӭᲬ(

ܖဃȷܼଈȷਦݰՃ

ᨦܹƷƋǔܖဃƷ̲ܖɥƷૅੲሁƴ᧙ƢǔႻᛩ

ᧉݦǹǿȃȕ

ʖኖƕஓǇƠƍ

ᩓᛅᲴ
'OCKNᲴUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

Ӗ˄᧓Ƹଐ
ᾄ

&KUCDKNKV[5GTXKEGUHQTUVWFGPVUYKVJFKUCDKNKVKGU

($WKNFKPI$9KPI5EJQQN
QH'PIKPGGTKPI

5VWFGPVUVJGKTHCOKN[OGODGTVJGKT
UWRGTXKUQTU

5VWF[UWRRQTVHQTUVWFGPVUYKVJFKUCDKNKVKGU 5RGEKCNK\GFUVCHH

ȏȩǹȡȳȈႻᛩǻȳǿȸ

ܖᢿᲱӭᲬ(

ನՃሁᲢஜܖƷࢫՃᲦᎰՃᲦܖဃᲦဃ
ࢻᲦӸᛎƦƷ˂ஜܖƴƓƍƯᏋᲦᄂ
ȏȩǹȡȳȈƴ᧙ƢǔႻᛩ
ᆮᲦᎰѦᲦܖಅሁƴࢼʙƢǔƢǂƯƷᎍƓ
ǑƼܖဃӍƸဃࢻƷ̬ᜱᎍӏƼ᧙̞ಅᎍᲣ

ႻᛩՃ

࣏ᙲ

ᩓᛅᲴ
'OCKNᲴJJGNR"CFOPCIQ[CWCELR

Ӗ˄᧓ƸଐᲳ
ᾄ

*CTCUUOGPV%QPUWNVCVKQP%GPVGT

($WKNFKPI$9KPI5EJQQN
QH'PIKPGGTKPI

#NNOGODGTU

%QPUWNVCVKQPTGNCVGFVQJCTCUUOGPV

%QWPUGNQTU

4GSWKTGF

Ჿ᳆Ჴ
'OCKNᲴJJGNR"CFOPCIQ[CWCELR

/QP(TKᲳᾄ


іவˑƦƷ˂ƷᎰئؾሁƴ᧙ƢǔᒊऴӏƼႻ
ᆸӝਃ࢘ᎍ
ᛩ

Ź



Ź

Ü

ܖဃȷᎰՃ

ᒊऴႻᛩᆸӝ

Ყ

ஜܖƴᨽဇƞǕǔƢǂƯƷᎰՃ

ܖٻɼ͵ǤșȳȈƴӋьƞǕǔᨦܹᎍƷႻᛩᆸӝ



&KUCDKNKV[5GTXKEGUHQTRGQRNGYKVJFKUCDKNKVKGU
YJQCVVGPFVJGWPKXGTUKV[GXGPVU



࣏ᙲ

ᩓᛅᲴ
'OCKNᲴUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

Ӗ˄᧓Ƹଐ
ᾄ

6'.
'OCKNUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

/QP(TKᾄ


+VKUFGUKTDNGVQOCMG 6'.
CPCRRQKPVOGPV
'OCKNUQWFCP"ICMWUQRTQXQUVPCIQ[CWCELR

/QP(TKᾄ


Ყ

'OCKNᲴUQWFCP"CFOPCIQ[CWCELR

ܖٻɼ͵ǤșȳȈƴӋьƞǕǔᨦܹᎍȷܖٻ ܖɼ͵ǤșȳȈƴӋьƞǕǔᨦܹᎍƷૅੲƴ᧙
ᧉݦǹǿȃȕ
ƢǔႻᛩ
ဃ



ᩓᛅᲴ
'OCKNᲴPWFUQ"CFOPCIQ[CWCELR

Ӗ˄᧓Ƹଐ
ᾄ

2GQRNGYKVJFKUCDKNKVKGUYJQCVVGPF
VJGWPKXGTUKV[GXGPVUCPFUVWFGPVU



6'.
'OCKNPWFUQ"CFOPCIQ[CWCELR

/QP(TKᾄ


ᩓᛅᲴ
'OCKNᲴKUC"KGGPCIQ[CWCELR

Ӗ˄᧓ƸଐᲴ
ᾄ
ᾄ

Ჿ᳆Ჴ
'OCKNᲴKUC"KGGPCIQ[CWCELR

/QP(TKᾄ
ųᾄ


5WRRQTVUHQTRGQRNGYKVJFKUCDKNKVKGUYJQ
CVVGPFVJGWPKXGTUKV[GXGPVU

5RGEKCNK\GFUVCHH
ǫǦȳǻȩȸŴችᅕᅹ
ҔŴǢȉȐǤǶȸ

ᨥᏋʩ්ǻȳǿȸǢȉȐǤǸȳǰᢿᧉ

ܖᢿ+$ᩓ܇ऴإᙱ᨞Ტ+$
%CH್ᷨƷǨȬșȸǿȸưɥƕƬƯ သܖဃƳƲƷᨥܖဃ
ƘƩƞƍᲣ

૨҄ᢘࣖǍችᅕͤࡍƴƭƍƯ࣏ᙲƳऴإǛ੩̓
ƠŴᢘЏƳяᚕǍਦݰŴǫǦȳǻȪȳǰ

#FXKUKPI%QWPUGNKPI5GTXKEGU+''%

(9GUVYKPIQH+$$WKNFKPI
5EJQQNQH'PIKPGGTKPI 6CMG
VJGGNGXCVQTPGZVVQ+$%CHᷨ

+PVGTPCVKQPCNUVWFGPVU

2TQXKFGKPHQTOCVKQPQPVJGKTEWNVWTCN
CFLWUVOGPVUOGPVCNJGCNVJCPFQHHGT
%QWPUGNQT
4GSWKTGF
CFGSWCVGCFXKEGIWKFCPEGCPFEQWPUGNKPI 2U[EJKCVTKUV#FXKUQTU
TGNCVGFVQVJGO

ዮӳ̬ͤ˳Ꮛᅹܖǻȳǿȸ̬ͤሥྸܴ

̬ͤሥྸܴ

ܖဃȷᎰՃ

៲˳ƓǑƼችᅕͤࡍƴ᧙ƢǔႻᛩ

ϋᅹҔŴችᅕᅹҔŴჃ
ᜱࠖŴ̬ͤࠖ

ችᅕᅹҔƷᚮݑǛӖƚ
ǔئӳƴƸ࣏ᙲ

ᩓᛅᲴ
'OCKNJQMGMCP"JVEPCIQ[CWCELR

Ӗ˄ƸଐᲴ᳸
Ჴ

#NNOGODGTU

%QPUWNVCVKQPCDQWVRJ[UKECNCPFOGPVCN
JGCNVJ

2J[UKEKCPU
RU[EJKCVTKUVUCPF
PWTUGU

4GSWKTGFVQUGGC
RU[EJKCVTKUV

Ჿ᳆Ჴ
'OCKNJQMGMCP"JVEPCIQ[CWCELR

/QP(TK

Ź

Ź
*GCNVJ#FOKPKUVTCVKQP1HHKEG4GUGCTEJ%GPVGT
*GCNVJ#FOKPKUVTCVKQP1HHKEG
QH*GCNVJ2J[UKECN(KVPGUUCPF5RQTVU

࣏ᙲ
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ফা
ਸ਼ َটঞ॔ঝٕঘॿ५॥ਙఐ৾ মတཫೖُ ਭೖ

㈨ᩱ䠐

૮ཝॱথঃॡସ়ਛ௺भ৫ध
भႈ୰ଆ౪ૢ௦ਃଡभੰෲ
ଽોপ৾ ৰୡਝ
ஃઇ ੪ྒྷ
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৽ഄ
ফ া ಘਆপ৾ ৾ ૢ৷েఐ৾ఐ ෮
ফ া ಘਆপ৾প৾ ৾ଢ଼ఐ ে୵ৱ౺ਹ৷৾௧వ ୖங ো৾
ফ া ಘਆপ৾প৾ ৾ଢ଼ఐ ে୵ৱ౺ਹ৷৾௧వ ୖங ఊവ
ফ া ఎ၊প৾প৾ ৴়৾ଢ଼ఐ ে୭৳৸৾௧వ ୖங ো৾

ফ া ఎ၊প৾প৾ ৴়৾ଢ଼ఐ ে୭৳৸৾௧వ ୖங ৾
ফ া ଽોপ৾প৾ ৶৾ଢ଼ఐ ে୵৶৾௧వ ୖங ૡো৾
ফ া ଽોপ৾প৾ ৶৾ଢ଼ఐ ে୵৶৾௧వ ୖங ఊവ
ফ া ଽોপ৾ৰୡਝ ஃઇقਠपඹॊك

⥲௦䛸䛧䛶ྡྂᒇᏛ䜢༞ᴗ

ᣦᑟᩍဨ䛾ከ⏣ඛ⏕䛸
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ᐖ䛻䜘䜛
㎰స≀ᦆኻ

ᦆኻ䛜㍍ῶ䛷䛝䜜䜀
ᩘ༑൨ேศ䛾㣗ᩱ䛜
☜ಖ䛷䛝䜛

᳜≀䛾㜵ᚚᛂ⟅ᶵᵓ䛾⌮ゎ䛿
ᣢ⥆ⓗ㎰ᴗ䛾䛯䜑䛾ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛
40
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ॱথঃॡସਠ؟ঝ३ইख़ছش८
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ૡᄃଲૼभનয়
1ଜഈॱॢ

ॺছথॣش३ঙথ

&ଜഈॱॢ

1. cDNAऊैॡটॽشথॢ॑ஂऔङૡᄃऋਛ૭ચ
2. N-लC-ଜഈॱॢહਸৎपॡটॽشথॢभਏऋऩः
3. ॺছথॣش३ঙথु2धपॡটॽشথॢऋਂਏ
Nomoto and Tada, 2018, Genes Cells

44
≉㢪2015-46470, PCT/JP2016/057249

૮ཝॱথঃॡସ়ਛ௺॑৷ःञଢ଼ਛટ

বਗभभଢ଼धુଢ଼॑ষःؚਾभଢ଼ਛટ
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183URWHLQઙૄভभਝয়
1('27HFKQRORJ\&RPPHUFLDOL]DWLRQ3URJUDP 7&3 दર
6LOLFRQ9DOOH\9HQWXUH5HDGLQHVV3URJUDPपਸ
-DSDQHVH3LWFK1LJKWदર
ਗଢ଼ৱস؞ଢ଼୭ੲਾওॹॕ॔
n॥ছজ ش%HDWV|पൕൗ

ଽોপ৾ ৾؞ਓ৾৴ਤম
185HVHDUFKपൕൗ
রৗୂَজॣ४ঙ অ४ॿ५ُपൕൗ

7KH-DSDQ7LPHV
n1DJR\DYHQWXUHWDSVUHVHDUFKHUbV
UHDJHQWWRPDNHTXLFNZRUNRI
V\QWKHVL]LQJSURWHLQV|पൕൗ
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➨14ᅇ
ᅇྡྂᒇᏛ䝩䞊䝮䜹䝭䞁䜾䝕䜲
䝯䜲䞁䝔䞊䝬䛂♫䛾୰䛾Ꮫ䛃
2018ᖺ10᭶20᪥䠄ᅵ䠅

㈨ᩱ䠑

䕺᮶ሙ⪅ᩘ
⣙4,000ྡ䠄2017ᖺᐇ⦼䠅

䕺ᑐ㇟
༞ᴗ⏕䚸ᅾᏛ⏕䚸ಖㆤ⪅➼䚸ᩍ⫋ဨ䚸
ᆅᇦఫẸ䛾᪉䚻

2017.10.21 ➨13ᅇྡྂᒇᏛ䝩䞊䝮䜹䝭䞁䜾䝕䜲┳ᯈ

䕺ᴫせ
୰㒊䝣䜱䝹䝝䞊䝰䝙䞊㡪ᴦᅋ䛻䜘䜛
䝁䞁䝃䞊䝖䜔ྛ✀ㅮ₇䚸ྛᏛ㒊䞉◊
✲⛉䛾ಖㆤ⪅ྥ䛡⾜䚸ྠ❆⏕ྥ䛡
᠓ㄯ䚸タබ㛤䚸ᒎ♧䞉య㦂⏬䚸
㈍䝁䞊䝘䞊䛺䛹䜲䝧䞁䝖ከᩘᐇ
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ྡྂᒇᏛᅜ㝿ὶ㈉⊩㢧ᙲ
ᅜ㝿Ỉ‽䛷䛾Ꮫၥ䛾◊㛑䜔ᩥ䞉ὶ䞉♫άື➼䜢㏻䛨䛶䛂ྡྂᒇᏛᏛ
⾡᠇❶䛃䛾┠ᣦ䛩ேᮦീ䜢ᐇ㊶䛧䚸ά㌍䛧䛶䛔䜛Ꮫ㒊䞉Ꮫ㝔䛾༞ᴗ⏕䞉ಟ
⏕➼䜢ㆭ䛘䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾άື䜢ᗈ䛟࿘▱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ඃ䜜䛯ே᱁䛸ඃ䜜
䛯ᡂᯝ䜢䜒䛯䜙䛩ᅜ㝿ⓗேᮦ⩌䛾䛥䜙䛺䜛ฟ䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸
䛂ᅜ㝿ὶ㈉⊩㢧ᙲไᗘ䛃䜢タ❧䚹

2017.10.21 ྡྂᒇᏛᅜ㝿ὶ㈉⊩㢧ᙲᤵᘧ䛾ᵝᏊ
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ྡྂᒇᏛᏛྠ❆ ᾏእᨭ㒊タ❧≧ἣ
2018ᖺ9᭶1᪥⌧ᅾ
䐦䝰䞁䝂䝹ᨭ㒊
2009ᖺ9᭶3᪥タ❧
䐧䜴䝈䝧䜻䝇䝍䞁ᨭ㒊
2010ᖺ3᭶11᪥タ❧
䐣ிᨭ㒊
2007ᖺ5᭶21᪥タ❧

䐟㡑ᅜᨭ㒊
2005ᖺ5᭶5᪥タ❧

䐡ୖᾏᨭ㒊
2005ᖺ11᭶11᪥タ❧

䐠䝞䞁䜾䝷䝕䝅䝳ᨭ㒊
2005ᖺ10᭶23᪥タ❧

䐩䝷䜸䝇ᨭ㒊
2012ᖺ12᭶14᪥タ❧

䐪䝭䝱䞁䝬䞊ᨭ㒊
2013ᖺ6᭶29᪥タ❧

䐢䝍䜲ᅜᨭ㒊
2005ᖺ12᭶14᪥タ❧

䐤䝧䝖䝘䝮ᨭ㒊
2007ᖺ9᭶7᪥タ❧

ྡྂᒇᏛᏛྠ❆
2002ᖺ10᭶27᪥タ❧

䐨ྎ‴ᨭ㒊
2011ᖺ7᭶9᪥タ❧

䐬䝣䜱䝸䝢䞁ᨭ㒊
2014ᖺ12᭶20᪥タ❧

䐥䜹䞁䝪䝆䜰ᨭ㒊
2008ᖺ9᭶5᪥タ❧

䐭䝬䝺䞊䝅䜰ᨭ㒊
2016ᖺ2᭶21᪥タ❧
䐫䜲䞁䝗䝛䝅䜰ᨭ㒊
2013ᖺ8᭶30᪥タ❧

52

୰㒊䝣䜱䝹䝝䞊䝰䝙䞊㡪ᴦᅋ䝁䞁䝃䞊䝖
䠄ඹ₇䠖ྡྂᒇᏛ㡪ᴦᅋ㔠⟶䝉䜽䝅䝵䞁䠅

2017.10.21 ྡྂᒇ䝣䜱䝹䝝䞊䝰䝙䞊㡪ᴦᅋ䝁䞁䝃䞊䝖䛾ᵝᏊ

࿘ᖺྠ❆⏕䠄༞ᴗᚋ10࿘ᖺ䚸20࿘ᖺ䚸30࿘ᖺ䚸40࿘ᖺ䚸50࿘ᖺ䠅䛻䚸
䝁䞁䝃䞊䝖䜢ྵ䜐䛂ྡྂᒇᏛ䛾㞟䛔䛃䜈䛾ᣍᚅ≧䜢㏦
ͤᖺᗘ䛿䚸2008ᖺ䚸1998ᖺ䚸1988ᖺ䚸1978ᖺ䚸1968ᖺ䛾1᭶䛛䜙12᭶䛻༞ᴗ
ཬ䜃ಟ䛧䛯᪉䚻䛜ᑐ㇟

53

≉ู⏬ 䠖ே⏕100ᖺ௦䛻ྥ䛡䛯♫䛸Ꮫ䛾༠ാ
ᩥᏛ㒊タ❧70࿘ᖺグᛕᴗ
䠄⏬䠖ேᩥᏛ◊✲⛉䞉ᩥᏛ◊✲⛉䞉ᅜ㝿ゝㄒᩥ◊✲⛉䠅

ㅮ₇䝍䜲䝖䝹䠖䛂䛂䛔䛴䛛Ṛ䛼䚸䛭䜜䜎䛷⏕䛝䜛䛃
ㅮᖌ䠖リே䞉ఀ⸨ẚ࿅⨾Ặ
ሙᡤ䠖㇏⏣ㅮᇽ1㝵䝅䞁䝫䝆䜸䞁䝩䞊䝹
㛫䠖10䠖00䡚12䠖00
ே䛾⏕⪁Ṛ䜢䝔䞊䝬䛻䚸㛗ᑑ♫䛻䛚䛔䛶ே䛜ே䜙䛧䛟⏕䛝䜛
䛸䛿䛹䛖䛔䛖䛣䛸䛛䚸䛭䛾䛯䜑䛻ᡃ䚻䛿䛹䛖䛔䛖♫䜢స䛳䛶䛔䛟
䜉䛝䛛䚸䛭䛧䛶䚸䛭䛾䛣䛸䛻Ꮫ䛜䛹䛖㛵䜟䛳䛶䛔䛡䜛䛾䛛䚸
Ꮫ䠄≉䛻ேᩥ⣔䠅䜈䛾ᮇᚅ䛸ඹ䛻䚸䛚ヰ䛧䛔䛯䛰䛟䚹
ㅮ₇ᚋ䛻䛿䚸䝁䝯䞁䝔䞊䝍䞊䜢䛘䛶ᗙㄯ䜢⾜䛖䚹
ͤ⫈ぬ㞀ᐖ䛾䛯䜑䛾䛂せ⣙➹グ䛃ᑐᛂ

ᐃဨ200ྡ⛬ᗘ䠄ᙜ᪥ඛ╔㡰䠅

ᙳ䠖ྜྷཎ ὒ୍

54

᪂⏬
SHINAYAKA Polymer™ 䛜స䜛
ᮍ᮶䛾䜽䝹䝬ᒎ♧

ImPACTఀ⸨䝥䝻䜾䝷䝮䛷㛤Ⓨ䛥䜜䛯᪂ᮦᩱ
(SHINAYAKA Polymer™)䜢⏝䛔䚸ྍ⬟䛺㝈䜚ᶞ⬡
䜢䛳䛯䝁䞁䝉䝥䝖䜹䞊䜢ᒎ♧䚹䝁䞁䝉䝥䝖䜹䞊䛻
ຍ䛘䛶㛤Ⓨᮦᩱ䜔㒊ရ䛾ᢏ⾡ⓗ䛺ෆᐜ䜢ㄝ᫂
䛩䜛ᒎ♧ရ䛚䜘䜃䝫䝇䝍䞊䜢タ⨨䚹

䛂䜖䛳䛟䜚⮬ື㐠㌿®䛃⮬ື㉮⾜ヨ

ྡྂᒇᏛCOI䛻䛚䛡䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛾୍
䛴䛷䛒䜛䛂䜖䛳䛟䜚⮬ື㐠㌿®䛃䛻䛴䛔
䛶⤂䛧䚸⮬ື㉮⾜䛩䜛⮬ື㐠㌿㌴
୧䛻ヨ䛧䛶䛔䛯䛰䛟ヨ䠄2ᅇ䠅䜢
㛤ദ䚹
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➨ 14 ᅇྡྂᒇᏛ࣮࣒࣑࣍࢝ࣥࢢࢹ ᕷẸබ㛤ㅮᗙ➼୍ぴ
࠙ᩥᏛ㒊࣭ேᩥᏛ◊✲⛉ࠚᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕLGBTQ ࣇࣞࣥࢻ࣮ࣜ࡞Ꮫࡣ㸽ࠖ
14㸸00㹼16㸸45  ㇏⏣ㅮᇽࢩ࣏ࣥࢪ࣮࢜ࣥ࣍ࣝ
₇㢟ձ㸸Ꮫ LGBT ᨭ̿ᆅᇦ㐃ᦠ࠾ࡅࡿᶍ⣴
ㅮᖌ㸸Ἑཱྀ ஓẶ㸦ᗈᓥಟ㐨ᏛேᩥᏛ㒊 ᩍᤵ㸧
₇㢟ղ㸸Ꮫࢫ࣏࣮ࢶࢭࢡࢩࣗࣜࢸ
ㅮᖌ㸸㇂ ⪽ᏊẶ㸦㛵すᏛᩥᏛ㒊ᩥᏛ◊✲⛉ ᩍᤵ㸧
₇㢟ճ㸸ࠕࢤᏛ⏕࣭ࢤ㝔⏕࣭ࢤㅮᖌࡋ࡚ࡢయ㦂㸸ྎ‴᪥ᮏࡢᏛ࢟ࣕࣥࣃࢫࡽᏛࢇࡔࡇࠖ
ㅮᖌ㸸 㟰ᆒẶ㸦୕㔜ᏛேᩥᏛ㒊 ≉௵ㅮᖌ㸧
࠙ᩍ⫱Ꮫ㒊࣭ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⛉ࠚබ㛤ㅮ₇
13㸸30㹼15㸸30  ᩍ⫱Ꮫ㒊ᮏ㤋㸰㝵ㅮ⩏ᐊ
₇㢟㸸Ꮫᰯࡢ᪥ᖖࢆࠕぢ࠼ࡿࠖࡍࡿ̿㒊άືᨵ㠉ࡽാࡁ᪉ᨵ㠉ࡲ࡛̿
ㅮᖌ㸸ෆ⏣ ⰋẶ㸦ྡྂᒇᏛᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵ㸧
࠙ἲᏛ㒊࣭ἲᏛ◊✲⛉ࠚㅮ₇
14㸸45㹼16㸸15  ࢪἲὶ㤋㸰㝵 AC ࣇ࢛࣮࣒ࣛ
₇㢟㸸᫂ 150 ᖺ㸸᪥ᮏẸἲࡢ㌶㊧ࠊ⌧ᅾ
ㅮᖌ㸸ຍ⸨ 㞞ಙẶ㸦ྡྂᒇᏛྡᩍᤵࠊྡྂᒇᏛ㝔Ꮫᩍᤵࠊᘚㆤኈ㸧
࠙⌮Ꮫ㒊࣭⌮Ꮫ◊✲⛉ࠚㅮ₇
15㸸30㹼16㸸30  ⌮Ꮫ༡㤋ㅮᇽ㸦ᆏ⏣࣭ᖹ⏣࣮࣍ࣝ㸧
₇㢟㸸ᨺᑕග X ⥺࡛ぢࡿගྜᡂ࣭ගᏛ⣔ϩࡢᏛᵓ㐀
ㅮᖌ㸸⚄㇂ ಙኵẶ㸦㜰ᕷ❧Ꮫ㸧
࠙⌮Ꮫ㒊࣭⌮Ꮫ◊✲⛉ࠚࣉࣜࣥ࢟ࣆ≉ูㅮ₇
13㸸00㹼14㸸00  ES ⥲ྜ㤋㸰㝵 2008 ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ᒎ♧ᐊ
₇㢟㸸⣲⢏Ꮚ◊✲ࡢ⣔㆕
ㅮᖌ㸸ᑠᯘ ㄔẶ㸦ྡྂᒇᏛ ≉ูᩍᤵ㸧
࠙་Ꮫ㒊࣭་Ꮫ⣔◊✲⛉ࠚᕷẸබ㛤ㅮ₇
10㸸00㹼11㸸30  ES ⥲ྜ㤋㸯㝵 ES ࣮࣍ࣝ
₇㢟㸸㌟ᝏࡉࢆࡋࡲࡍ㸟ṑཱྀࡢᗣ
ㅮᖌ㸸᪥ẚ ⱥᬕẶ㸦ྡྂᒇᏛ་Ꮫ⣔◊✲⛉㢡㢦㠃እ⛉Ꮫ ᩍᤵ㸧
࠙་Ꮫ㒊ಖᏛ⛉ࠚᕷẸබ㛤ㅮᗙ ᬽࡽࡋᗣࢆᏲࡿ᭱᪂᳨ᰝἲ̿◊✲⪅࠸⾜ࡇ࠺̿
10㸸00㹼12㸸20  ᖾ࢟ࣕࣥࣃࢫ ᮾ㤋ㅮ⩏ᐊ
₇㢟ձ㸸ࡽࡔධࡋࡓẅࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᢏ⾡
ㅮᖌ㸸ୖᒣ ⣧Ặ㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ែゎᯒᏛㅮᗙ ᩍᤵ㸧
₇㢟ղ㸸ᖾ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛᭱㏆Ⓨぢࡋࡓ᪂つ㟼⬦⾑ᰦࣜࢫࢡࡑࡢ᳨ᰝἲ
ㅮᖌ㸸㧗ᮌ ᫂Ặ㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ែゎᯒᏛㅮᗙ ᐈဨ◊✲⪅㸧
₇㢟ճ㸸⫵⒴ࡢࣂ᳨࣐࣮࣮࢜࢝ᰝࡢ㐍Ṍಶู⒪
ㅮᖌ㸸బ⸨ ගኵẶ㸦ྡྂᒇᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ ែゎᯒᏛㅮᗙ ᩍᤵ㸧
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࠙ᕤᏛ㒊࣭ᕤᏛ◊✲⛉ࠚ㧗⩧බ㛤ㅮ₇
14㸸00㹼15㸸10  ᕤᏛ㒊㸰ྕ㤋㸰㸲㸯ㅮ⩏ᐊ
₇㢟㸸JAXA ゅ⏣࠾ࡅࡿᑗ᮶ྥࡅࡓࣟࢣࢵࢺ࢚ࣥࢪࣥ◊✲ࡢ⤂
ㅮᖌ㸸⏣ ኵẶ㸦Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛 ➨ᅄ◊✲ࣘࢽࢵࢺ◊✲㡿ᇦᖿ㸧
࠙ᕤᏛ㒊࣭ᕤᏛ◊✲⛉ࠚᕷẸබ㛤ㅮᗙ
13㸸00㹼14㸸30  ES ⥲ྜ㤋㸰㝵 ES024 ㅮ⩏ᐊ
₇㢟㸸ࣉࣛࢬ࣐ࡀᣅࡃᮍ᮶♫
࠙ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲⛉ࠚබ㛤ㅮᗙ
14㸸00㹼16㸸00  ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲⛉㸶㝵ከ┠ⓗ࣮࢜ࢹࢺ࣒ࣜ
₇㢟㸸
ࠕLGBTࠖࡽぢࡿᮾ༡ࢪࡢᅜᐙᕷẸ♫
ㅮᖌ㸸᪥ୗ ΅Ặ㸦ྡྂᒇᏛ㸧
ࠊఀ㈡ ྖẶ㸦ி㒔Ꮫ㸧
ࠊᑠ⏣ ࡞ࡽẶ㸦ி㒔Ꮫ㸧
࠙ከඖᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲⛉ࠚ
11㸸10㹼12㸸10  ከඖᩘ⌮⛉ᏛᲷ㸳㸮㸷ྕᐊ
₇㢟㸸ᏱᐂࡽぢᏲࡿᆅ⌫ࡢ⎔ቃ
࠙⎔ቃᏛ◊✲⛉ࠚබ㛤ㅮ₇
13㸸00㹼14㸸00  ⎔ቃ⥲ྜ㤋ࣞࢡࢳ࣮࣮ࣕ࣍ࣝ
₇㢟㸸ತྃࢆ㏻ࡌ࡚ᆅ⌫⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿ
ㅮᖌ㸸ᒸᮏ ⪔ᖹẶ㸦ྡྂᒇᏛ⎔ቃᏛ◊✲⛉㛗㸧
࠙⎔ቃ་Ꮫ◊✲ᡤࠚᕷẸබ㛤ㅮᗙ 㑇ఏᏊ◊✲᭱๓⥺㸫ᕼᑡ࣭㞴ᛶᝈࡢᡓ࠸㸫
13㸸00㹼15㸸45  㔝౫グᛕᏛ⾡ὶ㤋㸰㝵࢝ࣥࣇࣞࣥࢫ࣮࣍ࣝ
₇㢟ձ㸸ࣉࣜ࢜ࣥ◊✲࠾ࡅࡿศᏊ⏕≀Ꮫࡢࣥࣃࢡࢺ
ㅮᖌ㸸∦ᓠ ⱱẶ㸦㛗ᓮᏛ๓Ꮫ㛗㸧
₇㢟ղ㸸⮅ࡀࢇ᧞⁛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ㅮᖌ㸸ᾆ㔝 Ặ㸦ᓥ᰿Ꮫ་Ꮫ㒊ᩍᤵ㸧
₇㢟ճ㸸ṇ☜㑇ఏᏊಟṇࡍࡿ᪉ἲࡢ㛤Ⓨࢆࡵࡊࡋ࡚
ㅮᖌ㸸୰⏣ ៅ୍㑻Ặ㸦㜰Ꮫ㧗➼ඹ◊✲ဨᩍᤵ㸧
₇㢟մ㸸ᕼᑡ㞴ᛶᝈࡢᅉ✲᫂ែゎᯒ
ㅮᖌ㸸Ⲷ ᭸⏨Ặ㸦ྡྂᒇᏛ⎔ቃ་Ꮫ◊✲ᡤᩍᤵ㸧
࠙ᮍ᮶ᮦᩱ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᡤࠚ≉ูㅮ₇
13㸸30㹼15㸸00  ES ⥲ྜ㤋㸯㝵 ES ࣮࣍ࣝ
₇㢟㸸10 ᖺᚋࡢᮍ᮶ࡽࠊ࡛ࡁࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿ
ㅮᖌ㸸ኳ㔝 ᾈẶ㸦ྡྂᒇᏛᮍ᮶ᮦᩱ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᡤ ᩍᤵ㸧
࠙ᮍ᮶ᮦᩱ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᡤ㸭ᕤᏛ◊✲⛉ࠚᕷẸබ㛤ㅮᗙࠕ㟁Ẽࢆࡓࡵࡿࠖࡀୡ⏺ࢆኚ࠼ࡿ
10㸸00㹼12㸸00  ᕤᏛ㒊 IB 㤋 015 ㅮ⩏ᐊ
₇㢟ձ㸸㟁ຊࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿ㟁⨨ࡢᙺᚋࡢᒎᮃ
ㅮᖌ㸸ᮡᮏ 㔜ᖾẶ㸦ྡྂᒇᏛ ᩍᤵ㸧
₇㢟ղ㸸ࢧࢫࢸࢼࣈࣝࣔࣅࣜࢸᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ㠉᪂ᆺ㟁ụࡢᮇᚅ
ㅮᖌ㸸ᑕሙ ⱥ⣖Ặ㸦ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ♫㸧
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資料６

辻 篤子

新聞社で長く科学報道に携わってきたジャーナリストが、
名大の今を自由な立場で綴ったエッセイ

絶 賛発売中
定価： 本体556円 +税

「今まで伝えられることがなかった
研究者の信念に触れることの
できる一冊です」
名古屋大学教授

天野 浩
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資料７
㌷ⓗᏳಖ㞀◊✲ࡢྲྀᢅ࠸ಀࡿᇶᮏ᪉㔪
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᙺဨỴᐃ
 ྡྂᒇᏛࡣࠕ⮬⏤㜏㐩࡞Ꮫ㢼ࡢୗ㸪ே㛫♫⮬↛㛵ࡍࡿ◊✲ᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚㸪
ே㢮ࡢᖾ⚟㈉⊩ࡍࡿࠖࡇࢆࡋ㸪ࠕᵓᡂဨࡢ⮬ᚊᛶ⮬Ⓨᛶᇶ࡙ࡃ᥈ồࢆᖖ
ᨭࡋ㸪Ꮫၥ◊✲ࡢ⮬⏤ࢆಖ㞀ࡍࡿࠖࡇࢆྡྂᒇᏛᏛ⾡᠇❶࡛ᐃࡵ㸪Ꮫ㐠Ⴀࡢᇶᮏ
᪉㔪ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛㛗ᖺࢃࡓࡗ࡚ୡ⏺ࡢᖹே㢮ࡢ⚟♴ᐤࡍࡿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚
ࡁࡓࠋ
 ᪥ᮏᏛ⾡㆟ࡣ㸪 ᖺཬࡧ  ᖺࡢ⮬ࡽࡢኌ᫂ࢆ⥅ᢎࡋ㸪 ᖺ  ᭶ࠕ㌷ⓗᏳ
ಖ㞀◊✲㛵ࡍࡿኌ᫂ࠖࢆỴᐃࡋࡓࠋኌ᫂㸪ཬࡧ㝶ࡍࡿࠕሗ࿌㌷ⓗᏳಖ㞀◊✲
ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣ㸪㌷ⓗ࡞ᡭẁࡼࡿᅜᐙࡢᏳಖ㞀ࢃࡿศ㔝ࡢ◊✲ࢆࠕ㌷ⓗᏳ
ಖ㞀◊✲ࠖࡧ㸪ࡑࡇࡣ㸪㸧㌷⏝ࢆ┤᥋◊✲┠ⓗࡍࡿ◊✲㸪㸧◊✲㈨㔠
ࡢฟᡤࡀ㌷㛵㐃ᶵ㛵࡛࠶ࡿ◊✲㸪࢘㸧◊✲ᡂᯝࡀ㌷ⓗ⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ◊✲㸪
➼ࡀྵࡲࢀࡿࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛㸪Ꮫ➼ࡣ㸪ᅜෆእ㛤ࢀࡓ⮬⏤࡞◊✲࣭ᩍ⫱⎔ቃࢆ⥔
ᣢࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡓࡵ㸪Ꮫ⾡ࡢ࡞Ⓨᒎ࠸࠺ぢᆅࡽ㸪ࡇࢀࡽ㌷ⓗᏳಖ㞀◊✲
ぢ࡞ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ◊✲ࡢ㐺ษᛶࢆᑂᰝࡍࡿไᗘࢆタࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿࡋࡓࠋ
 ᮏᏛ࡛ࡣ㸪ࠕᩍ⫱ᇶᮏἲࡢ⢭⚄ࡢࡗࡾ㸪Ꮫ⾡ᩥࡢ୰ᚰࡋ࡚ᗈࡃ▱㆑ࢆᤵࡅ㸪ᑓ
㛛Ꮫⱁࡢྛศ㔝ࢃࡓࡾ㸪῝ࡃ㸪ࡘ⥲ྜⓗ◊✲ࡍࡿࡶ㸪࡞ࡿே᱁ࡢ⫱ᡂ
ᩥࡢ㐀ࢆᮇࡋ㸪Ẹⓗ㸪ᩥⓗ࡞ᅜᐙཬࡧ♫ࡢᙧᡂࢆ㏻ࡌ࡚㸪ୡ⏺ࡢᖹே㢮ࡢ
⚟♴ᐤࡍࡿࡇࠖ㸦ྡྂᒇᏛ㏻๎➨  ᮲㸧ࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪㌷ⓗ⏝
ࢆ┠ⓗࡍࡿ◊✲ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪◊✲⪅ࡣ㸪◊✲ᡂᯝࡀ⮬ࡽࡢពᅗࡋ࡚㌷┠ⓗ
㌿⏝ࡉࢀ㸪⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚◊✲άືࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࢆ
㋃ࡲ࠼࡚㸪㌷ⓗᏳಖ㞀◊✲ࡘ࠸࡚௨ୗࡢᇶᮏ᪉㔪ᚑࡗ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ
グ
 ࠕୡ⏺ࡢᖹே㢮ࡢ⚟♴ᐤࡍࡿࠖ࠸࠺ྡྂᒇᏛ㏻๎➨  ᮲ࡢ㊃᪨↷ࡽࡋ㸪
㌷ⓗ⏝ࢆ┠ⓗࡍࡿ◊✲ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ
 ᅜෆእࡢ㌷࣭㜵⾨ࢆᡤ⟶ࡍࡿබⓗᶵ㛵ࡽ㈨㔠ࡢᥦ౪ࢆཷࡅ࡚⾜࠺◊✲ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ே㐨ୖࡢ┠ⓗࡼࡿ◊✲࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ⓑ࡛࠶ࡾ㸪ࡘ㸪◊✲ᡂᯝࡢබ㛤ᛶࡀ
ᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑࡢูᐃࡵࡿᇶ‽ࡼࡾ㸪Ꮫෆタ
ࡅࡿᑂᰝጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᑂᰝ࡛ㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
 ๓グ  ࡢ㸪㈈※ࡢฟᡤࢆၥࢃࡎᮏᏛ࡛⾜࠺ࡍ࡚ࡢ◊✲ࡘ࠸࡚ࡶ㸪◊✲ᡂᯝࡀ㌷
ⓗ⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸◊✲ࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿࡁࡣ㸪ྡྂᒇᏛ㏻๎➨  ᮲ཬࡧ
ྡྂᒇᏛᏛ⾡᠇❶ࡢ㊃᪨㐺ྜࡍࡿ࠺ࡘ࠸࡚ጤဨࡼࡿᑂᰝࢆཷࡅ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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㈨ᩱ䠔

ྡྂᒇᏛ䚷ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻜᭶ணᐃ⾲
㻔ᩍ⫱グ⪅⏝㻕

䕿ᙺဨ➼
᪥㻔᭙᪥㻕

㆟䛾ྡ⛠㻔㒊ᒁ㻕

㻝᪥㻔᭶㻕䚸
㻝㻡᪥㻔᭶㻕

ᙺဨ

㻝㻢᪥㻔ⅆ㻕

ᩍ⫱◊✲ホ㆟䚸㒊ᒁ㛗

䕿㒊ᒁ䛾ㅖ㆟
᪥㻔᭙᪥㻕

㆟䛾ྡ⛠㻔㒊ᒁ㻕

㻟᪥㻔Ỉ㻕

ᩍᤵ㻔་Ꮫ㒊䞉་Ꮫ⣔◊✲⛉䚸⎔ቃᏛ◊✲⛉㻕

㻝㻣᪥㻔Ỉ㻕

ᩍᤵ㻔ሗᏛ㒊䞉ሗᏛ◊✲⛉䚸ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉䚸ᕤᏛ㒊䞉ᕤᏛ◊✲⛉㻕
◊✲⛉ጤဨ㻔་Ꮫ⣔◊✲⛉㻕

㻝㻤᪥㻔ᮌ㻕

ᩍᤵ㻔⸆⛉Ꮫ◊✲⛉㻕

㻝㻥᪥㻔㔠㻕

ᩍᤵ㻔⌮Ꮫ㒊䞉⌮Ꮫ◊✲⛉㻕
◊✲⛉ጤဨ㻔⌮Ꮫ◊✲⛉㻕

㻞㻠᪥㻔Ỉ㻕

ᩍᤵ㻔㎰Ꮫ㒊䞉⏕㎰Ꮫ◊✲⛉䚸ከඖᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲⛉䚸ᮍ᮶ᮦᩱ䞉䝅䝇䝔䝮◊✲
ᡤ䚸Ᏹᐂᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤ䚸⥲ྜಖయ⫱⛉Ꮫ䝉䞁䝍䞊㻕
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䕿⾜➼
᪥㻔᭙᪥㻕

⾜➼䛾ྡ⛠

ᴫせ

㻌㐃⤡ඛ

ሙᡤ䠖㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋㻞㝵ධཱྀ䝩䞊䝹
㛫䠖㻥䠖㻜㻜䡚㻞㻜䠖㻜㻜㻔ᖹ᪥㻕䚸㻝㻟䠖㻜㻜䡚㻝㻣䠖㻜㻜㻔ᅵ᭙᪥㻕
ෆᐜ䠖ᡤⶶ䛩䜛ྐᩱ䛾୰䛛䜙ඛ㍮䛯䛱䛜ṧ䛧䛯ୡ⏺ⓗ䛺◊✲䛻
㛵㐃䛩䜛ⴭ᭩䜔┿䛺䛹䜢ᒎ♧බ㛤䛩䜛
ධሙᩱ䠖↓ᩱ
㻡᭶㻞㻟᪥㻔Ỉ㻕䡚
㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋䝭䝙⏬
㝃ᒓᅗ᭩㤋་Ꮫ㒊ศ㤋
㼇㛵㐃≉ูㅮ₇㼉㻔㻝㻜㻛㻝㻢㻕
㻝㻜᭶㻟㻝᪥㻔Ỉ㻕
ᒎ䛂་Ꮫྐ䛻ṧ䜛ඛ㍮䛾㊊㊧䛃
㻜㻡㻞㻙㻣㻠㻠㻙㻞㻡㻜㻡
ሙᡤ䠖་Ꮫ㒊ᇶ♏◊✲Ჷ㻝㝵㆟ᐊ㻞
㻔᪥䞉⚃᪥ఇ㤋㻕
㛫䠖㻝㻠䠖㻜㻜䡚㻝㻡䠖㻟㻜
ㅮ₇㢟┠䠖䛂ᕝཎỗඛ⏕䛸⢭⸝ඛ⏕䠉ྡྂᒇᏛ་Ꮫ㒊ྐ䛻
㍤䛟ෆ⛉Ꮫ䛾Ὀᩯ䠉䛃
ㅮ₇⪅䠖㧘ᶫ䚷㻔ᮏᏛྡᩍᤵ㻕
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

ሙᡤ䠖༤≀㤋㻞㝵ᒎ♧ᐊ
㛫䠖㻝㻜䠖㻜㻜䡚㻝㻢䠖㻜㻜
ධሙᩱ䠖↓ᩱ
㻡᭶㻞㻥᪥㻔ⅆ㻕䡚
㻝㻜᭶㻞㻜᪥㻔ᅵ㻕 ➨㻞㻠ᅇ༤≀㤋≉ูᒎ䛂䜹䝙䝁䝺䇻
㻔᪥䞉᭶᭙᪥ఇ 㻝㻤䠉䜹䝙䛾䝝䝃䝭䛿䛔䜘䛖䠉䛃
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ㅮ₇⪅䠖ᑠ㔝ኈẶ㻔㱟㇂Ꮫୡ⏺ᩍᩥ◊✲䝉䞁䝍䞊ົ
㒊㻕䚸ᐑᯘᖖᓫẶ㻔㤳㒔Ꮫᮾி⟶⌮㒊㼁㻾㻭ᐊ㛗㻕
ෆᐜ䠖ᴗົ⤒㦂䛜䛭䜜䜋䛹䛺䛔䛡䜜䛹䜒ᩍົ⣔ົ㒊㛛䜢⟶⌮䞉 㧗➼ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ㒊㛛
┘╩䛧䛶䛔䜛᪉䜢䛺ᑐ㇟䛸䛧䛶▱䛳䛶䛚䛟䜉䛝▱㆑䜔⪃䛘᪉䜢㌟ ຓᩍ䚷㰻⸨ⰾᏊ
䛻䛴䛡䜛䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ
㻜㻡㻞㻙㻣㻤㻥㻙㻡㻟㻤㻠
ᐃဨ䠖ྛ㻣㻜ྡ
ᑐ㇟䠖ᩍົ⣔㒊⨫䜢⟶⌮䞉┘╩䛩䜛❧ሙ䛾᪉㻔௵䡚ㄢ㛗┦ᙜ⫋䜢
ᐃ㻕
ཧຍ㈝䠖ྛ㻝㻘㻜㻜㻜㻔୧ㅮᗙཷㅮ䛾ሙྜ䛿㻝㻘㻡㻜㻜㻕㻔ᮏᏛᵓᡂဨ䛿↓
ᩱ㻕

㻝㻜᭶㻞㻜᪥㻔ᅵ㻕

ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ
➨㻞ᅇ䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇䚸ㄝ᫂


ሙᡤ䠖ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ୰䞉㧗➼Ꮫᰯ
㛫䠖㻥䠖㻟㻜䡚㻝㻞䠖㻟㻜
ෆᐜ䠖ᴫせ⤂䚸య㦂ᤵᴗ䚸ධヨㄝ᫂䚸
ᑐ㇟䠖୰Ꮫ㻟ᖺ⏕

㻝㻜᭶㻞㻜᪥㻔ᅵ㻕

ᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ
ᰯ㛗䚷୕ᑠ⏣༤
㻜㻡㻞㻙㻣㻤㻥㻙㻞㻢㻤㻜
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㔝౫༤ኈ䛸ኪ䜎䛷⏕䝃䝻䞁㼢㼛㼘㻚㻟

ሙᡤ䠖㔝౫グᛕ≀㉁⛉Ꮫ◊✲㤋
㛫䠖㻝㻢䠖㻜㻜䡚㻝㻥䠖㻟㻜
ㅮ₇㢟┠䠖䛂Ꮫ䜃䛛䜙◊✲䜈䠉⫋ᴗ䛸䛧䛶䛾◊✲⪅䛸䛿䠛䠉䛃
ㅮ₇⪅䠖㔝౫Ⰻ㻔ᮏᏛ≉ูᩍᤵ㻕
㧗➼◊✲㝔
ෆᐜ䠖㔝౫≉ูᩍᤵ䛸ᵝ䚻䛺䝖䝢䝑䜽䛻䛴䛔䛶⮬⏤䛻ウㄽ䛧䛯ᚋ䛥
㻜㻡㻞㻙㻣㻤㻤㻙㻢㻝㻡㻟
䜙䛻ཧຍ⪅ྠኈ䛷㆟ㄽ䜢῝䜑䚸ᚓ䜙䜜䛯ពぢ䜢㞟⣙䛧䛶୍䛴䛾䛂⤖
ㄽ䛃䜢ᑟ䛝䛰䛩
ᑐ㇟䠖Ꮫ⏕䚸ᩍဨ
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

㻝㻜᭶㻞㻡᪥㻔ᮌ㻕

㧗➼ᩍ⫱◊✲䝉䞁䝍䞊
➨㻥㻞ᅇᐈဨᩍᤵ䝉䝭䝘䞊

ሙᡤ䠖ᩥ⣔⥲ྜ㤋㻡㝵䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䝇䝍䝆䜸
㛫䠖㻝㻡䠖㻜㻜䡚㻝㻣䠖㻜㻜
ㅮ₇㢟┠䠖䛂䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝸䞊䝎䞊䛾⬟ຊ㛤Ⓨ䠉ྠᛶ䛸䝬䝛䝆䝸䜰
䝸䝈䝮䛾⊃㛫䛷䠉䛃
㧗➼ᩍ⫱◊✲䝉䞁䝍䞊
ㅮ₇⪅䠖㻹㼍㼞㼕㼍㻌㻿㼘㼛㼣㼑㼥Ặ㻔䜰䜲䝹䝷䞁䝗䝎䝤䝸䞁䝅䝔䜱Ꮫᩍᤵ㻕
ᩍᤵ䚷ኟ┠䚷㐩ஓ
ෆᐜ䠖Ꮫ⛉㛗䛛䜙Ꮫ㛗䜎䛷䜢ྵ䜐䜰䜹䝕䝭䝑䜽䝸䞊䝎䞊䛸䜀䜜䜛
㻜㻡㻞㻙㻣㻤㻥㻙㻡㻢㻥㻢
ே䛯䛱䛻ྥ䛡䛶䚸⬟ຊ㛤Ⓨ䛾ᶵ䜢䛹䛾䜘䛖䛻ᥦ౪䛧䛯䜙䜘䛔䛛䛸
䛔䛖ၥ㢟䜢⪃䛘䜛㻔⏝ゝㄒ䛿ⱥㄒ㻕
ᑐ㇟䠖ᮏᏛ䛚䜘䜃㏆㞄䛾Ꮫ㛵ಀ⪅㻌
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

㻝㻜᭶㻞㻣᪥㻔ᅵ㻕

ሙᡤ䠖ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲⛉Ჷ㻤㝵䜸䞊䝕䜱䝖䝸䜰䝮
㛫䠖㻝㻠䠖㻜㻜䡚㻝㻣䠖㻜㻜
ㅮ₇㢟┠䠖䛂䝻䝠䞁䜼䝱㞴Ẹ䜢⪃䛘䜛䠉䝻䝠䞁䜼䝱䛸䛿ㄡ䛺䛾䛛䚹⚾
䛯䛱䛻ఱ䛜䛷䛝䜛䛾䛛䠉䛃
ᅜ㝿㛤Ⓨ◊✲⛉㻞㻜㻝㻤ᖺᗘබ㛤ㅮ ㅮ₇⪅䠖ᶫṇ᫂Ặ㻔⪷ᚰዪᏊᏛᩍᤵ㻕
ᩥ⣔ົ㒊⥲ົㄢ㻔ᅜ㝿㛤Ⓨ㻕
ෆᐜ䠖䝻䝠䞁䜼䝱ၥ㢟䜢䝭䝱䞁䝬䞊䛸䝞䞁䜾䝷䝕䝅䝳୧ᅜ䛾どⅬ䛛䜙 㻜㻡㻞㻙㻣㻤㻥㻙㻠㻥㻡㻞
ᗙ
䛸䜙䛘䝻䝠䞁䜼䝱㞴Ẹ䜢⏕䜏ฟ䛧䛯」㞧䛺Ṕྐⓗ䚸ᆅ⌮ⓗ䚸ᨻ
ⓗ䚸Ẹ᪘ⓗ⫼ᬒ䜢⪃䛘䜛
ᑐ㇟䠖୍⯡
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

㻝㻜᭶㻞㻡᪥㻔ᮌ㻕

ሙᡤ䠖䝖䝶䝍⏘ᴗᢏ⾡グᛕ㤋䝩䞊䝹㻮㻔ྡྂᒇᕷす༊㻕
㛫䠖㻝㻟䠖㻟㻜䡚㻝㻡䠖㻜㻜㻔ぶᏊ䜢ྵ䜐୍⯡㻕䚸㻝㻡䠖㻞㻜䡚㻝㻢䠖㻡㻜㻔་⒪⚟♴㛵
ಀ⪅㻕
ㅮ₇㢟┠䠖䛂ୡ⏺䛾་⒪⚟♴ไᗘ䛻ᑟධ䛥䜜ጞ䜑䛯䜰䝄䝷䝅ᆺ䝻
䝪䝑䝖䞉䝟䝻䛾ືྥ䛃
ㅮ₇⪅䠖ᰘ⏣ᓫᚨẶ㻔⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤୖ⣭௵◊✲ဨ㻕
ෆᐜ䠖Ᏻ䚸③䜏䚸䝇䝖䝺䝇➼䜢ᨵၿ䛩䜛䛣䛸䛷ྥ⢭⚄⸆䜢పῶ䛧䚸
♫䝁䝇䝖䜢㍍ῶ䛩䜛䝒䞊䝹䛸䛧䛶ୡ⏺ⓗ䛻ㄆ▱䛥䜜་⒪⚟♴ไᗘ
䛻ᑟධ䛥䜜ጞ䜑䛶䛔䜛䜰䝄䝷䝅ᆺ䝻䝪䝑䝖䞉䝟䝻䛾ά㌍䜢⤂䛩䜛
ᑐ㇟䠖ᑠᏛ⏕௨ୖ䚸୍⯡
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

㻝㻜᭶㻞㻣᪥㻔ᅵ㻕

䛒䛔䛱䝃䜲䜶䞁䝇䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹
㻞㻜㻝㻤㐃ᦠ䝃䜲䜶䞁䝇䝖䞊䜽

㻝㻜᭶㻟㻝᪥㻔Ỉ㻕

ሙᡤ䠖㻱㻿⥲ྜ㤋㻝㝵㻱㻿䝩䞊䝹
㛫䠖㻝㻠䠖㻜㻜䡚㻝㻣䠖㻜㻜
ㅮ₇㢟┠䠖䛂䛺䛬᪥ᮏ䛾Ꮫ䛷䛿ᩍ㣴ᩍ⫱䛜పㄪ䛺䛾䛛䛃
ㅮ₇⪅䠖ྜྷ⏣䚷ᩥẶ㻔᪩✄⏣Ꮫᩍᤵ㻕
➨㻢ᅇᩍ⫱ᇶ┙㐃ᦠᮏ㒊䝉䝭䝘䞊
ㅮ₇㢟┠䠖䛂ྜྷ⏣Ặㅮ₇䜢ཷ䛡䛶䠖ᩍ㣴ᩍ⫱䜢䜒䛖䛔䛱䛹❧䛱ୖ䛢
䛂䛶䛾ධヨᨵ㠉䛿䛺䛬ኻᩋ䛻⤊
┤䛩䛻䛿䛃
䜟䜛䛾䛛䛃
ㅮ₇⪅䠖ᡞ⏣ᒣஂ㻔ሗᏛ◊✲⛉ᩍᤵ㻕
ᐃဨ䠖㻝㻢㻜ྡ
ᑐ㇟䠖Ꮫ㛵ಀ⪅
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

Ꮫ⾡◊✲䞉⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ᮏ㒊
䛒䛔䛱䝃䜲䜶䞁䝇䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉
䝛䝑䝖䝽䞊䜽ົᒁ
㼍㼟㼒㻬㼍㼕㼜㻚㼚㼍㼓㼛㼥㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜

◊✲༠ຊ㒊◊✲ᨭㄢ
㻜㻡㻞㻙㻣㻤㻤㻙㻢㻝㻢㻝

ሙᡤ䠖ᩥ⣔⥲ྜ㤋㻡㝵䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䝇䝍䝆䜸
㛫䠖㻝㻡䠖㻜㻜䡚㻝㻣䠖㻜㻜
ㅮ₇㢟┠䠖䛂Ꮫᩍ⫱ᨵၿ䛻䛚䛡䜛䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝫䝸䝅䞊䛾ᙺ䛸䛭
䛾ά⏝᪉ἲ䛃
㧗➼ᩍ⫱◊✲䝉䞁䝍䞊
ㅮ₇⪅䠖⣽ᕝᩄᖾẶ㻔ᾏ㐨Ꮫ㧗➼ᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓᶵᵓ㛗㻕
ᩍᤵ䚷ኟ┠䚷㐩ஓ
ෆᐜ䠖䜰䝉䝇䝯䞁䝖䝫䝸䝅䞊䛾ㄆドホ౯䛻䛚䛡䜛ᙺ䜔ព⩏䜢ゎㄝ 㻜㻡㻞㻙㻣㻤㻥㻙㻡㻢㻥㻢
䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾ᐇ䛺䜙䜃䛻ά⏝᪉ἲ䜢ఏ䛘䜛
ᑐ㇟䠖ᮏᏛ䛚䜘䜃㏆㞄䛾Ꮫ㛵ಀ⪅㻌
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

㻝㻝᭶㻝᪥㻔ᮌ㻕

㧗➼ᩍ⫱◊✲䝉䞁䝍䞊
➨㻝㻡㻡ᅇᣍ䜈䛔䝉䝭䝘䞊

㻝㻝᭶㻟᪥㻔ᅵ㻕䚸
㻝㻝᭶㻝㻜᪥㻔ᅵ㻕

ሙᡤ䠖䝭䝷䜲䝥䝻䝆䜵䜽䝖᪂⍞ᶫ㻔ྡྂᒇᕷ༡༊㻕
㛫䠖㻝㻜䠖㻜㻜䡚㻝㻣䠖㻜㻜
㼀㼛㼚㼓㼍㼘㼕䝇䜽䞊䝹㻞㻜㻝㻤䛂㼟㼏㼔㼛㼛㼘䊠䠉
ᑐ㇟䠖ᮾᾏᆅ༊䛾Ꮫ䛚䜘䜃㜰Ꮫ䛾Ꮫ⏕䞉䝫䝇䝖䝗䜽䝍䞊䞉ᩍ
䝕䝄䜲䞁ᛮ⪃䛃
⫋ဨ䞉༞ᴗ⏕
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

Ꮫ⾡◊✲䞉⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ᮏ㒊
㼀㼛㼚㼓㼍㼘㼕䝥䝻䝆䜵䜽䝖ົᒁ
㻜㻡㻞㻙㻣㻠㻣㻙㻢㻠㻥㻜
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㻝㻝᭶㻠᪥㻔᪥㻕

⌧௦⣲⢏Ꮚ≀⌮Ꮫ᭱๓⥺

㼇ㅮ₇㼉
ሙᡤ䠖㔝౫グᛕᏛ⾡ὶ㤋
㛫䠖㻝㻟䠖㻜㻜䡚㻝㻡䠖㻠㻡
ㅮ₇㢟┠䠖䛂㉸ᕧຍ㏿ჾ䛷㏕䜛㞃䛥䜜䛯✵䛸┿✵䛾ᵓ㐀䛃
ㅮ₇⪅䠖ᡞᮏ䚷ㄔ㻔⌮Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓ䝍䜴䞉䝺䝥䝖䞁≀⌮◊✲䝉䞁䝍䞊
ᩍᤵ㻕
ㅮ₇㢟┠䠖䛂≀㉁䜢ㄡ䛜ᾘ䛧䛯䠛ᮍ▱䛾⣲⢏Ꮚ⌧㇟䛾᥈⣴䛃
ㅮ₇⪅䠖㣤ᔱ䚷ᚭ㻔⌧㇟ゎᯒ◊✲䝉䞁䝍䞊ᩍᤵ㻕
ㅮ₇㢟┠䠖䛂⣲⢏Ꮚほ 䛷᥈䜛Ᏹᐂᵓ㐀ᙧᡂ䛾㉳※䛃
ㅮ₇⪅䠖ఀ⸨ዲᏕ㻔Ᏹᐂᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤᩍᤵ㻕
ෆᐜ䠖ㅮ₇䚸䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁
ᑐ㇟䠖୰Ꮫ⏕௨ୖ䚸୍⯡
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ
㼇㧗ᰯ⏕䞉◊✲⌧ሙయ㦂㼉
ሙᡤ䠖㻱㻿⥲ྜ㤋㻢䚸㻣㝵
㛫䠖㻝㻢䠖㻜㻜䡚㻝㻤䠖㻜㻜
ෆᐜ䠖⣲⢏ᏊᏱᐂ㉳※◊✲ᶵᵓ䛷ຍ㏿ჾᐇ㦂䚸Ᏹᐂ⥺ほ
䛾୰䛛䜙ཧຍ⪅䛜㑅䜣䛰㻞䛴䜢⤂䛩䜛
ᑐ㇟䠖㧗ᰯ⏕
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

㻝㻝᭶㻝㻣᪥㻔ᅵ㻕

Ꮫ⾡◊✲䞉⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍ᮏ㒊
䛒䛔䛱䝃䜲䜶䞁䝇䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉
䝛䝑䝖䝽䞊䜽ົᒁ
㼍㼟㼒㻬㼍㼕㼜㻚㼚㼍㼓㼛㼥㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜

䚸⌮ㄽ

ሙᡤ䠖㻵㻮㟁Ꮚሗ㤋୰Ჷ㻝㝵㻵㻮㻜㻝㻡ㅮ⩏ᐊ
㛫䠖㻝㻠䠖㻜㻜䡚㻝㻣䠖㻝㻜
ㅮ₇㢟┠䠖䛂㣗䛿ே䛺䜚䠉ィ⟬♫⛉Ꮫ䛾ほⅬ䛛䜙䛃
ㅮ₇⪅䠖➲ཎಇ㻔ሗᏛ◊✲⛉ㅮᖌ㻕
ㅮ₇㢟┠䠖䛂㣗䝁䞁䝔䞁䝒䛾ሗฎ⌮䛃
ሗᏛ㒊䞉ሗᏛ◊✲⛉බ㛤䝉䝭
ㅮ₇⪅䠖ᡭ୍㑻㻔ྠᩍᤵ㻕
ሗᏛ㒊䞉ሗᏛ◊✲⛉
䝘䞊䛂䛄㣗䛅䛻㏕䜛ሗᏛ䛾᭱๓
ㅮ₇㢟┠䠖䛂㙾䛾๓䛷㣗䜉䜛䛸䚸୍ே䛾㣗䛷䜒䛚䛔䛧䛟ឤ䛨䜛䛾䛿 㼛㼒㼒㼕㼏㼑㻬㼕㻚㼚㼍㼓㼛㼥㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜
⥺䛃
䛺䛬䛛䠛䛃
ㅮ₇⪅䠖୰⏣㱟୕㑻㻔ྠ≉௵ㅮᖌ㻕
ᐃဨ䠖㻝㻡㻜ྡ
ᑐ㇟䠖୍⯡
ཧຍ㈝䠖↓ᩱ

ሙᡤ䠖༤≀㤋㔝እほᐹᅬ䚸༤≀㤋㻞㝵ᒎ♧ᐊ
㛫䠖㻝㻟䠖㻜㻜䡚㻝㻡䠖㻜㻜
༤≀㤋ົᐊ
ෆᐜ䠖Ꮨ⠇䛾ⰼ䜢䜏䛺䛜䜙⮬↛䜢Ꮫ䜃䚸㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾䛷䝭䜽䝻䛾⮬↛
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会期

関連イベント：特別講演会

会場

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」
名古屋市バス
「名古屋大学」
バス停

ロー
ーン

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〜」
豊田
講堂

関連イベント：コンサート

総合案内所
入口

山手通 1

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」
2 番出口

地下鉄名城線
「名古屋大学」
1 番出口

ド

協力

博物館

◆ 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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道具を生み出す動物︑
人間の行くすえは？

人間 と機

平成

30 年度 名 古 屋 大 学 公 開 講 座

開講日

2018

9.18 10.30

〈火・木曜日の全10回〉
開講時間

午後6時00分〜午後7時30分
開講場所

名古屋大学 ＥＳ総合館1階
ＥＳホール
募集定員：200名（先着順）
応募資格：満18才以上の方
受 講 料：8,430円 ※納付いただいた受講料は原則としてお返しできません。
（全10回講義のうち、1〜数講義を選択受講する場合は1講義あたり2,000円）

申込締切：平成30 年8月31日
（金）
●名古屋大学公開講座についてのお問い合せは

名古屋大学 研究協力部社会連携課「公開講座」係
〒464-8601 名古屋市千種区不老町

TEL（052）
747-6584

械
第1回

9/18

人間が創った機械は
人間のこころを理解できるか？
飯髙 哲也

第2回

9/25

第3回

9/27

第4回

10/4

村瀬 洋

第6回

10/11

未来社会創造機構 教授
第7回

進化する画像認識
情報学研究科 教授

脳神経回路における情報処理の根本原理を解く
〜脳のしくみが人工知能に活用される日は来るのか〜
森 郁恵

脳とこころの研究センター 教授

生物に学ぶ機械の未来
― 知の統合による新しい挑戦
新井 史人

第5回

10/9

人文学研究科 准教授

フェイクニュースの生態系：

10/16 人とボットとソーシャルメディア
笹 原 和俊

情報学研究科 講師

感情機械：
中村 靖子

理学研究科 教授

考古学からみた愛知県の窯業生産
梶 原 義実

第8回

10/23 非言語的プロセスと言語表現

第9回

人文学研究科 教授

個が生きるプログラミング的思考：

10/25 主体的で対話的に学ぶ子どもの姿
坂本 將暢
第10回

教育発達科学研究科 准教授

「人間と機械の生存競争」の思想史

10/30 ―シンギュラリティをどう考えるべきか
戸田山 和久

情報学研究科 教授

複雑さと信頼
―ソフトウェアと数学の機械による検証

GARRIGUE Jacques

多元数理科学研究科 准教授
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【略歴】
1988年 トヨタ自動車株式会社入社。
クラウン・レクサスGSなど新型車両の設計開発を担当。
グローバル開発、設計革新の全社リーダを経て、BR-VI室長、VA開発部長、技術統括部
担当部長を務めて現職に至る。
総合科学技術・イノベーション会議に係る内閣府エネルギー戦略協議会委員、経団連
Society5.0実現部会、産業競争力懇談会実行委員など、これからのモビリティと社会を
テーマに地域未来の社会基盤づくりを研究。
2017年4月に設立した筑波大学未来社会工学研究開発センター長及び特命教授を兼務。
博士（社会工学）。

76

77

サイエンスとものづくりの祭典

子どももおとなも楽しめる、90以上の企画が大集合！
！

〜現代素粒子物理学最前線〜

大学発！ベンチャー
＆コラボ フェア

人類が対峙する
宇宙暗黒面の3つの謎

どなたでも

10 月 14 日（日）

講演会 一般向け

11 月 4 日（日）
日（日）13:00 〜15:45
会場：名古屋大学 野依記念学術交流館
参加無料 事前申込制（先着順・9 月 2 日から Web で受付開始）

久野純治 （名古屋大学教授／KMI副機構長)
飯嶋徹 （名古屋大学KMI教授）
伊藤好孝 （名古屋大学KMI・ISEE教授）
戸本誠 （名古屋大学KMI准教授）

13:00 〜 14:30 講演
オーバービュー（久野純治教授・KMI 副機構長）
講演１「超巨大加速器で迫る隠された時空と真空の構造」
（戸本誠准教授 )
講演２「反物質を誰が消した？未知の素粒子現象の探索」
（飯嶋徹教授）
講演３「素粒子観測で探る宇宙構造形成の起源」
（伊藤好孝教授）

14:45 〜 15:30 パネルディスカッション

久野純治

飯嶋徹

伊藤好孝

戸本誠

蒲郡市生命の海科学館 開催
連携サイエンストーク

12:00 〜16:00

マントル掘削
〜月より遠い道〜

大学とビジネス界の多様な接点をご紹介！
大学発ベンチャー企業が斬新なアイデアをステージ・プレゼ
ンテーション！ BtoC のサービスやメーカー共同開発商品な
ど、企業と大学のコラボレーションをお楽しみください。

会場：松坂屋名古屋店
参加無料 入退場自由

中学生以上

11 月 23 日（金・祝）
10:30 〜12:00
会場：蒲郡市生命の海科学館
参加無料 当日先着順
ゲスト：道林克禎（名古屋大学 大学院環境学研究科 教授）
100年以上前に地震学的に発見された地殻と
マントルの境界を定義するモホロビチッチ不
連 続 面。謎の多いこの境界にたどり着き、
物質科学的に検証する日本主導の国際研究
プロジェクト、マントル掘削を紹介します。

詳しくは WEB で！
！ あいちさいえんす

検索

道林克禎

さくらパンダ広場

スペシャルトーク
スペシャルトークセッション
セッション
13: 30 〜14: 30（予定）
動画レシピアプリ「デリッシュキッチン」が大人気の（株）エ
ブリー代表・吉田氏と、物流最適化サービスで注目の名大発
ベンチャー（株）オプティマ
インド代表・松下氏が、起
業のワクワクや醍醐味を語
ります。東海地区出身の 2
人 の 若 き 起 業 家 が、熱 い
メッセージを届けます。
吉田大成
松下健

https://aichi-science.jp

主催：名古屋大学／共催：愛知県、蒲郡市教育委員会／協力：あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク／後援：中京テレビ放送
（株）
、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、豊橋市教育委員会、国立研究開発法人 科学技術振興機構、全国科学博物館協議会

お問い合わせ：名古屋大学

学術研究・産学官連携推進本部

あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク事務局

電話

052-747-6527 asf@aip.nagoya-u.ac.jp

78

子どものためのサイエンスと
ものづくりイベント
大集合！
2017

9 月 22 日（土）14:00 〜 15:00
第3 回いきもの教室
「めざせ！メダカ博士ーメダカ飼育係さんの出前講座ー」
東山動物園「世界のメダカ館」飼育係の水野さんによる出前講座
会場：愛知県図書館
参加費：無料 事前申込制 詳しくは WEB で
対象：小学生以上 ３０名
講師：水野展敏氏（東山動物園「世界のメダカ館」飼育係）

あいちサイエンスフェスティバルとは、
お子さんから保護者まで楽しめます！
＊詳しい情報は、ホームページでご確認ください。

10 月 20 日（土） 10:00 〜 16:00
10 月21 日（日） 10:00 〜 15:00
Ｊr. サイエンス講座（子どものための科学展）
豊橋市教育委員会主催「子どものための科学展」の「Jr. サイエンス講座」
。
今年度は、「ロボットの操作体験」
、
「レゴブロックで作った車を走らせよう」の
２コーナーを出展します。
会場：豊橋市視聴覚教育センター
参加費：無料 申込不要
対象：どなたでも
▶問合先：豊橋技術科学大学 研究支援課 地域連携係
電話 0532-81-５１９６

▶問合先：愛知県図書館 電話 052-212-2323

10 月 21日（土）講演 16:00 〜 17:30
天文教室 18:00 〜 19:00

9 月 29 日（土）・9 月30 日（日） 13:00 〜 14:30
モンチャレ！

博士が教える科学教室「なぜ、人は宙に惹かれるのか？」

大声、バランス、賢さ、器用さの 4 種目で霊長類の身体
能力にチャレンジしよう！
会場：日本モンキーセンター附属動物園内 ケヤキの森
参加費：無料 ( 入園料は必要）12:30 より会場で受付
対象：3 歳以上（小学生未満は保護者同伴）

※９月２１日（金）9:00 から WEB または電話にて受付開始

▶問合先：日本モンキーセンター
電話 0568-61-2327

▶問合先：大垣市文化事業団 科学展示係 電話 0584-84-2000

天文教室は実際の夜空で星の解説等

「スタンプラリー」開催！
10 月中に名古屋市内で開催する ASF サイエンストークと、
10 月 14 日開催「大学発！ベンチャー＆コラボフェア」
（松
坂屋名古屋店）に参加いただいた方に、サカエゴーラウン
ド共通スタンプを押します！（台紙の配布はありません。）
栄の商業施設や名古屋市内施設も回って、スタンプを集め
ましょう！ 抽選で素敵な商品をプレゼントします。詳しく
は「サカエゴーラウンド」で検索！

対象：小学生から一般
講師：縣秀彦（国立天文台准教授）

11月 10 日（土）（1）10:30 〜 12:00（2）14:00 〜 15:30
体験！タンパク質のかたちと働きのひみつ
研究の最前線のお話を聞いて、研究者と一緒にペーパークラフトに挑戦！
会場：蒲郡市生命の海科学館
参加費：無料 WEB 申込
※
（１）事前予約制（WEB から先着順）（２）当日受付

今年も科学のお祭りが名古屋にやってくる！
！
いろいろな実験や工作の屋台がいっぱい！
会場：名古屋市科学館イベントホール / でんきの科学館
参加費：無料 申込不要
対象：3 歳以上（小学生未満は保護者同伴）

対象：（１）：小学 5 年生以上（高校生や大人の方も歓迎）
（２）
：どなたでも（小学 4 年生以下は保護者同伴）
講師：自然科学研究機構 分子科学研究所 / 生命創成探究センター 谷中冴子 助教
自然科学研究機構 生命創成探究センター 白瀧千夏子 特任助教

▶問合先：大会事務局 ( 名古屋市科学館）
電話 052-201-4486

▶問合先：蒲郡市生命の海科学館 電話 0533-66-1717

11月 17 日（土） 10:00 〜 16:00
科学・ものづくりフェスタ＠愛教大

10 月 13 日（土）〜 11月11日（日）
第14 回自然史博物館自由研究展

キャンパスを開放し、科学の不思議さ、ものづくりの楽
しさを実感してもらうためのイベントです。
会場：愛知教育大学 第一共通棟
参加費：無料
対象：どなたでも

豊橋市内の小中学生が行った生物・地学分野の自由
研究の優秀作品を展示します。
会場：豊橋市自然史博物館
参加費：無料（入園料は必要）
対象：どなたでも

▶問合先：愛知教育大学 科学･ものづくり教育推進センター
電話 0566-26-2637

電話 0532-41-4747

サイエンスとものづくりの祭典

素粒子と宇宙
11 月 4 日（日） 13:00 〜 15:45
〜現代素粒子物理学最前線〜

「あいちサイエンスフェスティバル」と「サカエゴーラウンド」
がコラボレーション！

会場：大垣市スイトピアセンター 学習館１階コスモドーム及び天体観測室
参加費：入場料 500 円 WEB 申込 当日精算

10 月 6 日（土）〜 10 月7 日（日）9:30 〜 17:00
青少年のための科学の祭典 2018
名古屋大会

▶問合先：豊橋市自然史博物館

あいちサイエンスフェスティバルは、愛知県全域および周辺地域で開催す
る地域科学祭です。この地域にサイエンスやものづくりを気軽に楽しむ文
化を育むため、人々の交流と対話の場をつくりだすことを目的に、2011年か
ら毎年秋に開催してきました。名古屋大学が主催し、愛知県および岐阜・
三重県の大学や社会教育施設等の連携による「あいちサイエンス・コミュ
ニケーション・ネットワーク」の連携協力活動として運営しています。WEB
では、年間を通して様々なサイエンスイベント情報を掲載しています。メー
ルマガジンや SNS でも随時情報発信しています。ぜひご利用ください。

フェスティバル事務局企画
9 月 22 日（土）

講演会 一般向け

会場：イオンモール長久手

イオンホール

人類が対峙する宇宙暗黒面の 3つの謎

11:00 〜 16:40（10：45 開場）

会場：名古屋大学 野依記念学術交流館
参加無料 事前申込制（先着順・9月21日からWeb で受付開始）

集まれ‼未来の科学者たち

久野純治 （名古屋大学教授／KMI副機構長)
飯嶋徹 （名古屋大学KMI教授）
伊藤好孝 （名古屋大学KMI・ISEE教授）
戸本誠 （名古屋大学KMI准教授）

参加無料
ショッピングの合間に、マジックショーや工作、実験などを楽しみましょう！
久野純治

飯嶋徹

11:00 〜 11:40
サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）

科学マジックショー

13:00 〜 14:30 講演
オーバービュー（久野純治教授・KMI 副機構長）
講演１「超巨大加速器で迫る隠された時空と真空の
伊藤好孝
戸本誠
構造」
（戸本誠准教授 )
講演２「反物質を誰が消した？未知の素粒子現象の探索」
（飯嶋徹教授）
講演３「素粒子観測で探る宇宙構造形成の起源」
（伊藤好孝教授）
14:45 〜 15:30 パネルディスカッション
▶問合先：名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部

11 月 4 日（日） 16:00 〜 18:00
〜現代素粒子物理学最前線〜

どなたでも

申込不要
さまざまな溶液の色変わりの化学変化実験を手品風に紹
介します。

12: 00 〜 13: 30
サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）

ボックスパズル どなたでも

電話 052-747-6527

申込不要
箱のようにつながった 3 つの筒を回して組み合わせて同じ
絵をそろえます。

高校生向け

高校生・研究現場体験

① 14:00 〜14:40 ② 15:00 〜15:40 ③ 16:00 〜16:40

会場：名古屋大学 ES 総合館 6・7 階
参加無料 事前申込制（先着順）

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITｂM）
自然科学研究機構生命創成探究センター（ExCELLS）

素粒子の研究は加速器実験、宇宙線観測、理論など様々な方法で、お互い連
携しながら進められています。それぞれ特徴のある研究現場でどの様に行わ
れているのか。今回は名大 KMI で加速器実験、宇宙線観測、理論の３つの中か
ら参加者が選んだ 2 つを紹介します。
▶問合先：名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部

DNA 抽出にチャレンジ
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

事前申込制（先着順）、各回 24 グループ
身のまわりにあるフルーツから DNA を取り出してみよう！

電話 052-747-6527

10 月 14 日（日）

AI（人工知能）と社会

会場：松坂屋名古屋店 さくらパンダ広場
12:00 〜 16:00

10 月 13 日（土）
日（土）小学校３年生以上 （キーボードでアルファベット・記号・数字の入力が必要）
（1）
13:00

大学発！ベンチャー＆コラボ フェア

〜14:00 （2）14:30 〜15:30

会場：蒲郡市生命の海科学館
参加無料 当日受付

名古屋大学大学院情報学研究科 安田・遠藤研究室

13: 30 〜 14: 30（予定）

手軽にモノ作りができる子ども向けプログラミング教室。
マイコン（micro:bit）を使って、LED を光らせたり、ブザーでメロディーを鳴
らしたりしてみましょう。

子どももおとなも楽しめる、90以上の企画が大集合！
！

▶両回ともに当日 12 時 15 分から整理券を配布します。各回５組（10 名程度）
問合先：蒲郡市生命の海科学館 電話 0533-66-1717

詳しくは WEBで！！ あいちさいえんす

11月 11日（日）
11日（日）13:30 〜14:30

講演会 どなたでも

先生になんでも聞いてみよう！
「AIってなぁに？」
北栄輔 （名古屋大学

会場：サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）
参加無料 事前申込制（先着順）
10月13 日（土）9：00 から電話受付開始
▶問合先：サイエンスワールド

検索

https://aichi-science.jp
主催：名古屋大学 ／ 共催：愛知県、蒲郡市教育委員会 ／ 協力：あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク

大学院情報学研究科）

電話 0572-66-1151

動画レシピアプリ「デリッシュキッチン」
が大人気の（株）エブリー代表・吉田氏と、
物流最適化サービスで注目の名大発ベン
チャー（株）オプティマインド代表・松下
氏が、起業のワクワクや醍醐味を語りま
す。東海地区出身の 2 人の若き起業家が、
吉田大成
熱いメッセージを届けます。
（株）エブリー代表取締役社長）

松下健
（株）オプティマインド代表取締役社長）

後援：中京テレビ放送（株）、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、豊橋市教育委員会、
国立研究開発法人 科学技術振興機構、全国科学博物館協議会

お問い合わせ：名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク事務局
電話：052-747-6527 E-mail：asf@aip.nagoya-u.ac.jp

10/ 4 （木） 18 : 30 〜20 : 00

持続可能な開発目標（SDGs）

三井住友銀行 SMBC パーク栄③

バイオカフェ in 名古屋

新しいカンキツを目指して〜品種改良の最新技術
ゲスト：後藤新悟（農研機構 果樹茶業研究部門 カンキツ研究領域）
カンキツには温州みかん、スイートオレンジ、デコポン、文旦など、様々な
品種があります。皆さんはどの品種がお好きでしょうか？今回は従来の品種
改良とゲノム情報を用いた新しい品種改良を紹介します。

10/11（木） 18 : 30 〜19: 45
2015 年 9 月 25 日 - 27 日、国連持続可能な開発サミットが開催され、150 を
超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世界を変革する：
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。このアジェンダは、
宣言をかかげるとともに、ミレニアム開発目標の後継として、17 の目標と 169 の
ターゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」を設定しました。（国際連合
広報センター Web 2030 アジェンダ より）
今年度のサイエンストークでは、この開発目標の達成を目指すトークに目標ごと
のアイコンを付け SDGｓを支援します。

▶問合先：名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部

電話 052-747-6527

名古屋市鶴舞中央図書館①

11/15 （木） 18 : 30 〜20 : 00

三井住友銀行 SMBC パーク栄③

スパコンで心不全を治療する

- 最新技術と現状 -

ゲスト：秋田利明（名古屋大学 医学部 特任教授）
食の欧米化で心不全を患う方が増えてきました。その改善で期待されているのが、スパコ
ンを使った心臓の緻密なシミュレーション。その動画を見ながら、新しいテーラーメイド
医療や心不全医療の現状を紹介します。

11/21（水） 18 : 30 〜20 : 00

文化系飲食店「ボクモ」
②

災害廃棄物を有効利用するためには

図書館サイエンス夜話

健康情報を見極める
ゲスト：柿崎真沙子（藤田保健衛生大学医学部 講師）
ちまたにあふれる健康情報。どれが正しいか判断に迷う人も多いはず。医学
の世界における判断の根拠についてお話したいと思います。
※事前申込制、電話 052-741-9822（9/28（金）9:30 から受付開始）

10/15（月） 18 : 30 〜19: 45

ソーネ OZONE④

ゲスト：中野正樹（名古屋大学 大学院工学研究科 教授）
南海トラフ巨大地震で発生する災害廃棄物は東日本大震災の 11 倍とも
言われます。如何に早く復旧・復興するかは、この災害廃棄物の処理
が鍵となります。今回、災害廃棄物の特徴やその利活用について紹介
します。
※（独）環境再生保全機構 環境研究総合推進費（課題番号：3K163011）
研究課題名：大規模災害における廃棄物の災害外力・地域特性に応じた処理技術・
管理システムに関する研究

SDGs( 持続可能な開発目標 ) と居住福祉
14:30 〜 16:00

愛知こどもの国 開催

連携サイエンストーク

身近な水辺の生き物たちを知っていますか〜西三河の生態系〜

1回目 13:30 〜 15:00 2 回目 15:20 〜16：50

トヨタ産業技術記念館 開催

連携サイエンストーク

世界の医療福祉制度に導入され始めたアザラシ型ロボット・パロの動向
ゲスト：柴田崇徳（産業技術総合研究所 人間情報研究部門 上級主任研究員）
アザラシ型ロボット・パロは、不安、痛み、ストレス等を改善することで
向精神薬を低減し、社会コストを軽減するツールとして、世界的に認知
され、医療福祉制度に導入され始めています。その活躍を紹介します。
※各回とも 事前申込制（Web から）、当日参加可
会場：トヨタ産業技術記念館 ホール B
対象： 1 回目 一般向け（親子を含む） 2 回目 医療福祉関係者向け

名古屋市鶴舞中央図書館①

図書館サイエンス夜話

いつも立ち寄る図書館で、サイエ
ンスを楽しむ夜を。
＊無料
名古屋市昭和区鶴舞1-1-155

地下鉄
鶴舞
大須通

※事前申込制、電話 052-741-9822（9/28（金）9:30 から受付開始）

10/23（火） 18 : 30 〜20 : 00

文化系飲食店「ボクモ」
②

特集 1

人類が手にした宇宙を観る「目」
ゲスト：幅良統（愛知教育大学准教授）
人の目は可視光線という限られた波長の光にしか感度を持たないため、宇宙
の真の姿のほんの一部しか観測できません。他の波長域の観測結果を紹介
しながら、ダイナミックに活動する宇宙の姿についてお話しします。

文化系飲食店「ボクモ」
②

ゲスト：高橋徳（ウイスコンシン医科大学 教授、統合医療クリニック徳 院長）
オキシトシンは主に脳内の視床下部で産生され、抗ストレス作用や抗不安定
作用を有しています。加えて、
「社交性」や「愛情」などにも関係しています。
愛のホルモン、オキシトシンを紹介します。

11/ 8 （木） 18 : 30 〜19: 45

名古屋市鶴舞中央図書館①

ゲスト：森島邦博（名古屋大学 大学院理学研究科 特任助教）
宇宙線中に含まれる素粒子「ミューオン」を使ってレントゲン撮影のように
エジプトのクフ王ピラミッドを透視する事でその中心部に未知の巨大な空間
を発見しました。このピラミッド研究の最前線をご紹介します。
※事前申込制、電話 052-741-9822（9/28（金）9:30 から受付開始）

② 文化系飲食店「ボクモ」
矢場町で文化系イベントの主催も
している、こだわりパブ。
＊１オーダー制
名古屋市中区栄5-26-39
GS栄ビルB1

③ 三井住友銀行SMBCパーク栄
栄中心部の交 通 至便 な三井住 友
銀行の情報提供施設。緑あふれる
開放的な会場です。
＊無料
名古屋市中区錦3-25-20

④ ソーネOZONE
愛知県産の食材を活かしたヘルシ
ーなメニューの数々を手頃な価格
で楽しめます。

ৣளනিക
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素粒子と考古学がさぐるピラミッド

鶴舞中央
図書館

ি

図書館サイエンス夜話

JR 鶴舞
鶴舞公園

౪ਛৢ 

ソーネ
OZINE

＊1オーダー制
名古屋市北区山田2丁目11-62
大曽根住宅1棟1F

൰

052-747-6527

会場マップ
① 名古屋市鶴舞中央図書館

南極へ行ってきた話
ゲスト：小塩哲朗（名古屋市科学館主任学芸員）
思ってたんと違う？！南極という環境や観測隊の生活の実際など、観測隊に参加して南
極に行って初めてわかったことがたくさんありました。この夜話では、実体験に基づい
た南極の世界を紹介します。

愛のホルモンオキシトシン

連携サイエンストーク

マントル掘削〜月より遠い道〜
ゲスト：道林克禎（名古屋大学 大学院環境学研究科 教授）
100 年以上前に地震学的に発見された地殻とマントルの境界を定義するモホロ
ビチッチ不連続面。謎の多いこの境界にたどり着き、物質科学的に検証する日
本主導の国際研究プロジェクト、マントル掘削を紹介します。
※当日先着順
会場：蒲郡市生命の海科学館
対象：中学生以上

あいちサイエンスフェスティバル サイエンストーク 問い合わせ先
名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部
あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク事務局 電話

10/18（木） 18 : 30 〜19: 45

10/31（水） 18 : 30 〜20 : 00

11/23（金・祝） 10:30 〜 12:00
蒲郡市生命の海科学館 開催

ゲスト：岡本祥浩（中京大学 総合政策学部 教授）
居住福祉は一人ひとりにふさわしい居住が幸せを導くことを意味します。その居住
は地球環境、社会の資源と仕組みが実現します。国連の持続可能な開発目標と居
住福祉の実現には密接な関係があることを紹介します。

空港線
名古屋高速

ゲスト：矢部隆（愛知学泉大学 現代マネジメント学部 教授）
愛知こどもの国も含まれる西三河南部地域には河川や池沼、沿岸、田
園地帯、里地里山、都市など多様な生態系が形成されています。今回
は水陸両方で生活するカメから見た西三河の水辺の生物多様性につい
て紹介します。
※同日 13:00 〜野外観察会を実施します（詳細は Web でご確認ください）
会場：愛知こどもの国 中央管理棟「科学広場」
対象：親子と一般向け

10/27（土）

スペシャルトークセッション

定員：各回とも先着30名程度（申込不要）＊一部事前申込制・先着順

市
市民と専門家との
対
対話イベント

10/14（日）

どなたでも

参加無料 入退場自由
大学とビジネス界の多様な接点をご紹介！
大学発ベンチャー企業が斬新なアイデアをステージ・プレゼン
テーション！ BtoC のサービスやメーカー共同開発商品など、企
業と大学のコラボレーションをお楽しみください。

マイコンプログラミング教室
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別途、入館料等が必要なイベントもあります。詳しい申込方法等は、HPでご確認ください。
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TEL：052−747-6527 E-mail：asf@aip.nagoya-u.ac.jp
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文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」

社会で の
る人
す
功
成
授！
伝
を
秘訣

知的
財産
ファ
イナ
、
ンス
？！

要な
必
に
起業
て？！
っ
ル
スキ

起業の
知識や
ノウハ
ウを学
べる！

アイデア
創出の
方法論と
は？

2018
対象 : 東海地区の大学および大阪大学に在籍する学生（学部生・大学院生）
・ポストドクター・卒業生

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

参加者

募集

お申し込みは、Tongali ホームページで
http://tongali.aip.nagoya-u.ac.jp/tongali-school/
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参加

費

Tongali スクール スケジュール

無料
School Ⅰ

< デザイン思考 >

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）ほか
（※昼休憩あり）

6/30（土）

7/7（土）

10:00 デザイン思考の基本

7/14（土）

ニーズをデザインする

10/20（土）

将来の課題から
新たな製品を考える

17:00

School Ⅱ

現場観察とインタビューから
課題と解決策を考える
ワークショップ①

10/27（土）
現場観察とインタビューから
課題と解決策を考える
ワークショップ②

< 起業の考え方とスキル >

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）ほか
9/26（水）

9/25（火）
10:00

9/27（木）

初期のマーケティングとセールス

事業戦略と知財

9/28（金）
ビジネスフレームワーク１

〜勝てるビジネスモデルにするために〜

12:00

Lunch

13:00
14:00
世界の最先端アイデアはこれだ！
！
〜インスピレーションの種を探す方法〜

15:00

Lunch

事業計画に繋げる会計・
税理業務の初歩

起業家のためのブランディング

会社と資本政策
〜ファイナンスとクラウドファンディング〜

社労士の活用
（起業スキル３）
司法書士の活用
（起業スキル１）

16:00 スタートアップというキャリア
〜アントレプレナーとイントラプレナ〜
17:00

School Ⅲ

Lunch

弁護士の活用
（起業スキル２）

< アイデアの事業化 >

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）
（※昼休憩あり）

12/8（土）
10:00 リーン・ローンチ・パッド
Ｌ
ｉ
ｔ
ｅｖｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｏｎ①
17:00

12/15（土）
伝えるプレゼン
〜ワンランク上の信頼を
勝ち取れ〜

1/12（土）
リーン・ローンチ・パッド
Ｌ
ｉ
ｔ
ｅｖｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｏｎ②

2/6（水）
リーン・ローンチ・パッド
Lite version③

3/9（土）
リーン・ローンチ・パッド
Lite version④

※スケジュール、内容は変更することがあります。随時、ホームページにてご確認ください。

Tongaliプロジェクト
（東海地区産学連携コンソーシアム：名古屋大学、豊橋技術科学大学、名古屋工業大学、
岐阜大学、三重大学）
では、東海地域から積極的に事業化にチャレンジするリーダーを輩出するために、学部生、
大学院生、ポストドクター、卒業生を対象とするアントレプレナーシップ教育を実施します。Tongallプロジェクト
は、
アイデア創発から起業までを、初歩から段階的に学べるシステムとなっており、
また、起業経験を持つ方々に
直接メンタリングを受けられる体制を取っています。Tongaliプロジェクトを通して、東海地域の産業の活性化、
雇用の創出に貢献するとともに、
グローバルなイノベーションエコシステムの構築に取り組んでいきます。
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【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
20周年記念シンポジウム

日本における
高等教育研究の現状と
センターの役割
名古屋大学高等教育研究センターは1998年4月の創設以後、国内外の高等教育の状況や
課題をふまえ、研究と実践を展開してきた。今春には、教職員の組織的な能力開発を担う拠点
としての活動２期目の中で創設20周年を迎えている。
近年、大学をめぐる状況が大きく変化するとともに、全国の高等教育に関わるセンター群は
財政難、経営難を深めている。
センターの組織再編や資金調達の結果として、業務多重となること
も珍しくない。本センターとて同様である。
この流動する状況下で、組織として果たすべき役割や
追求すべき研究は何か、
また、拠点活動も含めて各種実践の性格と内容はいかにあるべきか、
それらをどのように経営していくのか、各々のセンターは自問しながら試行錯誤を続けている。
本シンポジウムでは、各大学のセンターが担うべき役割や具体的な活動方策について検討する。
すでに独自の地位を築いている各センターの教員からの報告をふまえつつ、参加者とともに
活発な議論を行い、今後の展望を描きだしたい。

2018

9月27日

13: 30 − 17: 00
会 場

プログラム（敬称略）

参加費無料

名 古 屋 大 学 東 山キャンパス
文 系 総 合 館 7階カンファレンスホ ー ル

シンポジスト（ 敬 称 略 ）

受付
13:00 ー
:
:
13 30 ー 13 40 主催者挨拶

・深堀 聰子

齋藤 文俊（センター長）
13:40 ー 13:55 趣旨説明
夏目 達也（センター教授）
13:55 ー 15:10 シンポジスト講演 深堀 聰子
沖

指定討論：両角
司会：夏目

16:50 ー 17:00 閉会挨拶

亜希子
達也

齋藤 文俊

九州大学教育改革推進本部 教授
日本 の 高 等 教 育 研 究 の 現 状からみた
センターの役割

会場MAP
名古屋大学東山キャンパス
文系総合館7階カンファレンスホール
至本山

・沖

裕 貴

立命館大学教育開発推進機構 教授
私立大学で教育改革・学生支援に取り
組むセンターの立場から

裕貴

近田 政博
15:10 ー 15:30 休憩
15:30 ー 16:50 討論

木

・近田 政博

神戸大学大学教育推進機構 教授

IB電子情報館

地下鉄
③出口

地下鉄
①出口

中央図書館

機構化されたセンターの教員の立場から

地下鉄
②出口

指定討論（ 敬 称 略 ）
・両角 亜希子

センター客員准教授／東京大学大学院
教育学研究科 准教授

文化総合館
文系総合館

■主催／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〉

■申し込み方法／

■お問合せ先／ TEL：052-789-5696

ご参加を希望される方は下記サイト、
または右記QRコードから必要事項をご入力のうえ
送信してください。
ご入力頂いたメールアドレスへの返信をもちまして申込完了となります。

E-mail：info@cshe.nagoya-u.ac.jp

ES
総合館

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/20an/

※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。

至八事
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28-29 September 2018 (Fri.-Sat.)
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Nagoya University (Conference Hall, Integrated Research Bldg. for Humanities & Social Sciences, 7F)
28th September (Fri.)
13:00- Opening
Suto Yoshiyuki (Nagoya University, Director of IAR, Japan)

Program

13:15-14:15 Keynote Lecture 1
Ségolène Le Men (Université Paris Nanterre)
Réalisme et avant-garde au XIXe siècle: l'exemple de Courbet
14:30-15:30 Session I: Question of Realisms
Hiromi MATSUI (Nagoya University, IAR)
Le réalisme et la vision utopique: Les multiples définitions du concept de
« réalité » en France dans les années 1930
Rie Kodera (University of Kyoto)
Une réalité sous nos pieds: Célébration du sol de Jean Dubuffet (1952-1959)
15:45-16:45 Session II: Ready Made Real and Representation of Realities
Meta Maria Valiusaityte (Humboldt-Universität zu Berlin/Université Paris
Nanterre),
Real Mustache: On the Return to Representation in Avant-garde Portraiture
in Paris around 1914
Marc Décimo (Université Paris Nanterre/Collège de Pataphysique)
A propos de Marcel Duchamp. De la peinture au readymade. Entre
brouillage et réalité
17:00-18:30 Session III: Architectonic of Realities during the Interwar Periode
Rachel Boate (New York University)
Léger's New Realism: Painting for the People in 1930s France
Yuuki Yamamoto (Research fellow (PD) of the JSPS, Japan)
Between Realism and Abstraction: Dual Interpretation of Cubism in the
interwar period
Dario Donetti (Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut )
A Shade beyond Reality. Italian Architecture of the 1930s and the Idea of
Nation
ண⣙せ ⏝ゝㄒ䠖ⱥㄒ䞉䝣䝷䞁䝇ㄒ ㉁ᛂ⟅䛾䜏㏻ヂ䛒䜚䚹Admission Free |
Language: French and English
ᨭ䠖⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ䛾䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛾ᵓ⠏ᴗ
Sponsored by Building of Consortia for the Development of Human Resources in
Science and Technology ᚋ䠖᪥⨾⾡Ꮫ Supported by Société franco-japonaise
d’art et d’archéologie
⏬䠖ᯇ⿱⨾ 䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䠖ᯇ⿱⨾䞉ᒣᮏ⣖䞉♒㇂᭷ு
Coordinated by Hiromi Matsui, Yuuki Yamamoto and Yusuke Isotani
Contact: hiromi.matsui[a]lit.nagoya-u.ac.jp

29th September (Sat.)
10:30-11:30 Keynote Lecture 2
Romy Golan (The Graduate Center of the City University of New York )
Is Fascist Realism a Magic Realism ?
11:30-12:30 Keynote Lecture 3
Sarah Wilson (The Courtauld Institute of Art )
After Godard, after Althusser: Narrative Figuration and 1968
14:00-15:00 Session IV: Reality and Photography
Max Bonhomme (Université Paris-Nanterre, Labex Arts-H2H (France) )
Pratiques du photomontage et théories du « réalisme socialiste » en France
dans l’entre-deux-guerres
Yusuke Isotani (Kyoto University of Arts and Crafts / CUNY)
A Subjective Objectif: Realisms and Art in Photography in France between
the Two World Wars
15:15-16:45 Session V: Documentation of Realities and Sur-reality
Masao Suzuki (University of Waseda )
L’objectivité contre la réalité – Breton, Picasso, Bataille
Toni Hildebrandt (University of Bern)
Documents of Realism in Surrealism, 1929–1934 (Bataille – Benjamin –
Yoyotte)
Akihiro Kubo (Kwansei Gakuin University)
Au-delà du surréalisme : Le Chiendent de Raymond Queneau
17:00-18:00 Discussions

ሙ䠖
ᆅୗ㕲䠍␒ฟཱྀ䜢
ฟ䛶ྑᢡ
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入場無料：事前申込み不要

共催：国立大学附置研究所・センター会議 第 1 部会
名古屋大学宇宙地球環境研究所（ISEE）
http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/
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連携博物館講座

大学博物館 が語る、
地球と人類 の
ヒストリー
2018年度テーマ

「カタチの成り立ち」
参加無料
申込不要

土曜日 13：30〜15：00

全

4 回 10/

開催会場

6

10/

南山大学B21教室
名古屋大学博物館

20

11/

南山大学人類学博物館
● 南山大学B棟2階

開館日時

17

開館日時

11/

24

月曜〜土曜 10：00〜16：30

地下鉄名城線「八事日赤」駅1番出口より徒歩約8分

火曜〜土曜 10：00〜16：00
（入館は15:30まで）

● 地下鉄名城線「名古屋大学」駅２番出口より徒歩数分

● 名古屋市バス「名古屋大学」バス停より徒歩数分

92

2018年度テーマ「カタチの成り立ち」
大学博物館が探究する地球史や人類史のほとんどは、文字や数字の記録ではなく、自然物（岩石、化石、骨など）や人工物（土器、石器な
ど）の研究に基づきます。今回の講座では、さまざまな物の形態の意味や、その成り立ちを調べることによって明らかになった地球と人類
のヒストリーについて、南山大学と名古屋大学の研究者がお話しします。

動物の得意な動きを決める骨のカタチ
̶ 脊椎動物の運動機能の進化

第

1

講師

回

藤原 慎一 （名古屋大学博物館）

日時

10月6日（土）13：30〜15：00

場所

南山大学名古屋キャンパス B21教室

人類を進化させた石器のカタチ
̶ 人類進化の要因を探る

第

2

講師

回

門脇 誠二 （名古屋大学博物館・南山大学人文学部）

日時

10月20日（土）13：30〜15：00

場所

名古屋大学博物館講義室

化石を保存するカタチ
̶ 球状コンクリーション

第

3

講師

回

吉田 英一 （名古屋大学博物館）

日時

11月17日（土）13：30〜15：00

場所

南山大学名古屋キャンパス B21教室

形のなりたち
̶ 縄紋人の気持ちから

第

4

講師

回

大塚 達朗（南山大学人文学部）

日時

11月24日（土）13：30〜15：00

場所

名古屋大学博物館講義室

会場案内・お問合せ

南山大学人類学博物館
入館料

無料

開館日時 月曜〜土曜 10：00〜16：30

閉館日時 日曜・祝日・大学事務休業日・大学入学試験期間・

毎月最終水曜日13:00以降
電

話

ウェブページ

入館料

無料

（入館は15:30まで）
開館日時 火曜〜土曜 10：00〜16：00
閉館日時 日曜・月曜
（年末年始とお盆休みあり）

052-832-3147
南山大学人類学博物館

名古屋大学博物館

電
検索

〒466-8673 愛知県名古屋市昭和区山里町18
南山大学R棟地下1階／地下鉄名城線「八事日赤」駅1番出口より徒歩約8分

話

ウェブページ

052-789-5767
名古屋大学博物館

検索

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
地下鉄名城線「名古屋大学」駅２番出口より徒歩数分／名古屋市バス「名古屋大学」バス停より徒歩数分
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防災人材交流シンポジウム「つなぎ舎」

参加費
無料

!?
たことない
こんなの見
ップ
ョ
シ
ク
ー
使ったワ
巨大地図を

ージです

写真はイメ

HVFTU

ݬȠʶʶ႕
!ᄢঈૂ

10.8

2018.
メイン
会場

။્
2011年の東日本
大震災、
2016年の
熊本地震の2つ
の大災害の経験
と
教訓をお話しし
ます。
最後に復興
ソング
「花は咲く」
を歌います。
雨天決行

12:30〜19:00

（月・祝）

オアシス21「銀河の広場」
名古屋市東区東桜一丁目11番1号
地下鉄
「栄」
駅下車 徒歩3分

サブ
会場

内容

基調講演、最近の災害現場の状況報告、愛知県の
巨大地図を使ったワークショップ（18：15以降は
プロジェクションマッピング）
、
防災啓発ステージ、
ブース出展、
パネル展示、
スタンプラリー等

内容

参加

どなたでも
（事前申込不要）

参加

名古屋栄ビルディング 12階会議室
名古屋市東区武平町5番1号
地下鉄
「栄」
駅下車 徒歩3分
防災人材大集合 分科会
「全ての人が防災の担い手になるには」
※防災・減災の関係者によるワークショップ

見学はどなたでも自由

主催/防災人材交流シンポジウム実行委員会
名古屋大学/愛知県/名古屋市/認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード/あいち防災リーダー会/特定非営利活動法人あいち防災リーダー育成支援ネット/
なごや防災ボラネット/特定非営利活動法人耐震化アドバイザー協議会/あいち・なごや強靱化共創センター

共催/一般社団法人日本損害保険協会中部支部、中日新聞社、一般社団法人国立大学協会
13:00〜17:00
TEL:052-747-6979 平日10:00〜12:00、
（あいち・なごや強靱化共創センター）
お問い合わせ先 防災人材交流シンポジウム実行委員会事務局
中止する場合があります。
※天候等の都合により予告なくイベントの内容を一部変更、
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南海トラフ地震等の大規模地震の発生が危惧される中、想定外の大災害に立ち向かうには、地域のあらゆる主体が
お互いに顔の見える関係を構築し、地域が一体となって災害に対応することが必要です。
そこで、防災・減災活動に従事している方々や地域団体、NPO・ボランティア団体、大学生、社会福祉協議会職員、
行政職員等が一堂に会し、災害時にお互いに協力し合えるよう絆をつなぎ、強化するとともに、一般の方々といっしょに
地域防災力の向上を図るため、シンポジウムを開催します。
愛知芸術文化センター

NHK

STAMP

客席

D

ST A R T !

付
スタンプラリー受

F

STAMP

展示エリア

展示

ジ
ステー

A

STAMP

愛知県
図
巨大地

E

STAMP

STAMP

地下鉄
栄駅

メイン会場
12:30

〜東日本大震災・熊本地震から学ぶ〜」

３ 中日新聞特集紙面
「備える」
「備える3.11から」
毎月の連載を全て収めた
「備えるホルダー」

報告 「最近の災害現場の状況
（平成30年7月豪雨・大阪府北部地震など）
」

愛知県巨大地図ワークショップ［その1］
解説 あいち・なごや強靱化共創センター
センター長 福和伸夫氏（名古屋大学減災連携研究センター長・教授）

約20m四方の巨大な地図の上に乗って、地域ごとの災害リス
ク（震度、液状化、津波浸水など）の特徴を詳しい解説つきで皆さ
んといっしょに確認しましょう。

防災啓発ステージ

愛知県巨大地図の
自由見学

防災啓発ソング「備えよう、
名古屋！みんなで！」

出演 そなえ太郎・花子 & そなえ隊

防災紙芝居
出演 あいち防災リーダー会東尾張ブロック小牧支部

防災川柳
出演 東浦防災ネット

16:15 防災・減災クイズ大会

17:00

に
クイズ の
た方
正解し
名に
中から
品を
の特産
被災地

3

ント
プレゼ

実際に巨大地図の上に
乗って、自分の家や毎日
通う学校、会社などを探
し、その位置にシールを
貼りましょう。防災関係
者が、その地域の災害リ
スク（震度、液状化、津波
浸水など）を解説してく
れます。

防災人材大集合 成果発表
「全ての人が防災の担い手になるには」

18:15

プロジェクションマッピングによる
愛知県巨大地図ワークショップ［その2］
解説 あいち・なごや強靱化共創センター
センター長 福和伸夫氏（名古屋大学減災連携研究センター長・教授）
震度や液状化などの分布を示すプロジェクションマッピング
を実施。
災害への備えについて防災関係者が語ります。

防災啓発ステージ

B

認定 NPO 法人レスキューストックヤードブース
被災地状況の ネル展示
被災地状況のパネル展示

C 「備える ! 中日サバイバルキャンプ」体験ブース
生き抜く技を身につけろ ! 災害時の紙食器づくり
D

NPO 法人耐震化アドバイザー協議会耐震相談ブース
耐震化無料相談
※事前申込不要ですが、
事前に相談時間の予約(電話052-683-6312)もできます。

E

あいち防災リーダー会ブース
家具の転倒防止対策

F

愛知県巨大地図
巨大地図に自宅や会社、自分の通う学校などの
位置を確認して丸シールを貼りましょう。

STAMP

サブ会場
14:45〜
16:45

STAMP

STAMP

STAMP

名古屋栄ビルディング12階 会議室
防災人材大集合分科会
（関係者のみの参加、見学はどなたでも自由）

オアシス 21

MAP

久屋大通
公園

地下鉄
名城線

まとめ 閉会

名様
200 名様

（１人１個まで）
（１人１個まで）

A

栄

19:00

災害救助用保存
「あんしんぱん」

スタンプを
スタンプを 4
4 つ集めて、
つ集めて、
総合案内まで！
総合案内まで！

報告 認定NPO法人レスキューストックヤード代表理事 栗田暢之氏

最近の災害現場の状況について

先着
先着

present!

ト
ラリーポ イ ン

柳原志保氏

どうしたらすぐに防災に取り組めるのか?女性・母親の視点から、
日常生活の延長でできる事前の備えをゲームや体験を交えなが
ら学びましょう。

14:30

２ 名古屋大学減災連携研究センター監修
中日新聞社作成の防災パネル

オープニング

講師 歌うママ防災士

13:40

１ 一般社団法人日本損害保険協会
「ぼうさい探検隊マップコンクール」
応募作品

オアシス21 銀河の広場

基調講演 「いつかでなく、今やろう !

13:20

N

B

展示

C

STAMP

両会場間

愛知県
美術館

徒歩

地下鉄東山線

名古屋栄ビルディング

5分

N
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ITbM

Seminar
ディルワース マチ 博士
Dr. Machi Dilworth
沖縄科学技術大学院大学（OIST）
副学長（男女共同参画・人事担当）

開催日：2018年10月9日(火)
第一部：講演会 13:00-14:00

「無意識のバイアス」の意識化によるダイバーシティー推進
会場：坂田・平田ホール
※事前登録不要です。奮ってご参加ください。

第二部：テーブルディスカッション 14:10-15:20

「無意識のバイアス」にわれわれはどう立ち向かうか
会場：理学南館1Fセミナー室
※第二部は参加者30名程度を予定しています。希望者は下記宛てにメールで
お申し込みください。定員を超えた場合は調整させていただくこともあります。
参加申込：narie@bio.nagoya-u.ac.jp（佐々木成江）
申込締切：9/25（火）

Language: Japanese

主催：ITbM, 理学研究科
共催：男女共同参画センター
連絡先：佐々木成江 narie@bio.nagoya-u.ac.jp
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第5回 教育基盤連携本部セミナー

いま求められる教養教育とは
−教養教育の発展・充実に向けた方策を探るー

2018 年 10月12日［金］14:00‒17:00
会場

名古屋大学東山キャンパス

ES総合館1階 ESホール

事前申込

入場無料

対象：大学関係者

定員：160名

主催：名古屋大学 教育基盤連携本部

名古屋大学教育基盤連携本部高等教育システム開発部門では、名古屋大学の教育の質

プログラム

保証に向けて、教育改善に必要な基礎データの収集・分析を行っている。中でも教養教
育の質保証については、その後の専門教育のあり方に大きな影響をあたえるものとして、

13:30
受付

重要視されている。
本セミナーでは、早稲田大学教育・総合科学学術院教授 吉田 文氏から、全国の教養教
育に関する改革の状況や、高校以下の教育の改革動向等を踏まえつつ、教養教育の今後
のあり方及び教養教育の発展・充実に向けた方策について語っていただく。

14:00
主催者挨拶
名古屋大学理事・副総長
教育基盤連携本部長
松下

裕秀

吉田氏の講演を受けて、教養教育院長 戸田山 和久氏から、名古屋大学における今後
の教養教育のあり方について問題提起をしていただく。
名古屋大学のみならず、日本の大学が進めるべき教養教育の改善や教職員に求められ

14:15‒15:15
講演「なぜ日本の大学では教養教育が
低調なのか」

る課題について検討する。

講師

吉田 文（よしだ・あや）
早稲田大学教育・総合科学学術院教授
講演「なぜ日本の大学では教養教育が低調なのか」

15:30-16:45
パネル討論・全体討論

戸田山 和久（とだやま・かずひさ）

16:45
閉会挨拶

名古屋大学教養教育院長・大学院情報学研究科教授
問題提起「吉田氏講演を受けて：教養教育をもういちど立ち上げ直すには」

申込方法

15:15‒15:30
問題提起「吉田氏講演を受けて：教養教育
をもういちど立ち上げ直すには」

Web（http://www.nuqa.nagoya-u.ac.jp/news/20181012.html）による事前申込制。
Eメール・FAXにてお申し込みの場合は裏面を参照してください。

名古屋大学教育基盤連携本部
高等教育システム開発部門長
齋藤

文俊

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

なお、定員（160名）に達し次第締め切りとさせていただきます。

お問合せ

名古屋大学教育基盤連携本部高等教育システム開発部門
TEL：052-789-6161（平日9時−17時） メール：nuqa@adm.nagoya-u.ac.jp
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第5回 教育基盤連携本部セミナー

いま求められる教養教育とは

ー教養教育の発展・充実に向けた方策を探るー

参加申込書

FAX 0 5 2 - 7 8 9 - 2 1 6 7（名古屋大学 教育基盤連携本部 行）
セミナーに参加を希望される方は、次のいずれかの方法でお申し込みください。
❶ ホームページ… http://www.nuqa.nagoya-u.ac.jp/news/20181012.html にアクセスし、
申し込みフォームに必要事項を記入してご送信ください。

❷ FAX…………… 以下の枠内を記入し、上記番号にFAXにてご送信ください。
❸ メール………… 以下の内容をメール本文に記載し、nuqa@adm.nagoya-u.ac.jp までご送信ください。

（フリガナ）

氏名

職種

連絡先

教員（ 高校 ・ 大学 ・ その他 ） ・ 職 員 ・ 学 生
会社員（ 業種：

）

その他（

）

〒

‒

所属・団体名
電話番号
メールアドレス
※定員（160名）になり次第、受付を終了いたします。ホームページでお知らせいたします。
※ご記入いただいた個人情報については、本学の個人情報保護方針に基づき、適正に管理いたします。
会場マップ

名古屋大学東山キャンパス
ES総合館1階 ESホール
（名古屋市千種区不老町）
名古屋市営地下鉄名城線
「名古屋大学」駅下車
2番出口より徒歩3分
公共交通機関でお越しください。
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GEN SCIENCE CAFE
げんさいカフェ
【第 89 回】

ᙱଐஜᝍᩋỆܖố
ถ Ὁ ᧸ểםỀẪụ
Guest
םἙἈỶὅܖᎍᴾɶᴾାɟᢹᴾẰỮ
ӸӞܖٻܖٻދᨈܖᄂᆮᅹᴾםஙݦܖૌᜒࠖ
ถᡲઃᄂᆮἍὅἑὊψ˓
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。
７月に西日本を襲った豪雨で、 なぜあれほど被害が大きくなったのか、 今後の私
たちの安全な国土づくりにつながる教訓はないのか、 専門家との対話で考えます。

2018. 10. 15（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

ᇹ  ׅӸӞ᧸ܖٻދǢǫȇȟȸ
首都大学東京 都市環境学部 教授

市古 太郎

10.16（火）

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

東日本大震災後の
事前復興まちづくりの
展開と体系化
1995 年の阪神･淡路大震災からの学びと
して都市計画・まちづくり分野で開始さ
れた「事前復興まちづくり」
．それは，東
京の防災都市づくりの蓋然的な展開であ
ることを踏まえた上で，東京だけにとど
まらない，東日本大震災後のバージョン
アップについて共有したいと思います．

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
講演
演 撮 ・ 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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古文書にみ る
地震災害
リバイバル展

好 評 を 博 した
年春季特別展
﹁ 古 文 書にみる地 震 災 害 ﹂を︑
ご要 望にお 応 え して 再び開 催 し ま す ︒
ぜひこの機 会 を お 見 逃 し な く ︒

日

19






年秋季特別展

月

10

名古屋大学附属図書館

年

〜

名 古 屋 大 学 附 属 図 書 館が所 蔵 しているコレクション

および附 属 図 書 館 研 究 開 発 室がこれまで調 査・整 理 を

手がけてき た 歴 史 資 料のなかから︑

江 戸 時 代の地 震や津 波 ︑噴 火に関 する

古 文 書・古 記 録・絵 図 類 を 紹 介 しま す ︒











月

11

時間
場所
主催

17

日

入場
無料

9:00 ̶21:00（土・日・祝日も開催）

至本山
3

名古屋大学中央図書館2階 OKB 高木家文書資料館
名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発室

主な展示資料

高木家文書・神宮皇学館文庫・小川家文書（附属図書館所蔵）
永田家文書（大学院文学研究科所蔵）、吉田家文書（大垣市所蔵）

地下鉄名城線
2「名古屋大学」駅

中央図書館

豊田講堂
「名古屋大学」停
1

問合せ先：
〒464-8601 名古屋市千種区不老町B3-2（790）

TEL 052-789-3678（受付） FAX 052-789-3694 E-mail:eturan@nul.nagoya-u.ac.jp

至八事
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生協食事メニューの提供
保護者等向け行事に事前に参加申込みをいただいた保護者等の方及び同伴者の方に、当日、各部局
等で人数分の「生協食事券」
を配布いたします。
「生協食事券」
と引き換えに下記生協食堂内にて指定
されたセットメニューを提供いたします。
（指定されたセットメニュー以外への変更及び換金はできません。）

ご提供の流れ
「保護者等向け行事」
に
事前お申込み

「保護者等向け行事」
会場にて
当日人数分の
「生協食事券」
配布

▶

▶

下記食堂にて
「生協食事券」
と
引き換えにお食事を提供

お食事提供場所：
【東山キャンパス】北部食堂、南部食堂、
ダイニングフォレスト 営業時間：11：00〜14：00

事前申込が必要な行事について
名古屋大学ホームカミングデイWEBページよりお申込み願います。
申込期限

8月31日（金）17：00まで

2018年

行

①
②

事

http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/home-coming-day/
名大ホームカミングデイ

名

対

象

募集人数

どなたでもお申込みいただけます。
ただし、未就学のお子様の入場はご遠慮いただきます。

名古屋大学の集い
あかりんご隊科学実験
「電気のひみつ」

各回20名×全3回

小学生のお子様
（保護者の方も同伴可能です。）

親子ふれあいサッカー教室

小学生のお子様1名とその保護者1名

④

超高圧電子顕微鏡施設見学ツアー

どなたでもお申込みいただけます。

⑤

東山キャンパス名大史ツアー

どなたでもお申込みいただけます。
※ご照会先：052-789-2046
（平日9時〜17時）

ピアサポータープレゼンツ
「キャリアプランニングワーク
〜これからのキャリアを語ろう〜」

（応募者多数の場合、
抽選）

親子60組程度

③

⑥

400名程度
（応募者多数の場合、
抽選）

（応募者多数の場合、
抽選）

各回15名×全10回
（応募者多数の場合、
抽選）
抽選。
30名（応募者多数の場合、
応募者が定員に満たない
程度 場合は当日受付あり。）

60名

卒後16年目までの名古屋大学OBOG、
在学生

（応募者多数の場合、
抽選）

80名（応募者多数の場合、抽選）

⑦

青年期の心を育てるセミナー

在学生の保護者及び一般の方

⑧

保護者等向け行事
（各部局）

在学生及び入学希望者の保護者等の方を含む

天野 浩教授

どなたでもお申込みいただけます。
http://www.imass.nagoya-u.ac.jp/topics/event20181020.html

⑨
⑩

特別講演

「10年後の未来から、今できることを考える」

個別相談会は若干名

事前申込の方全員
ご参加できます
180名
（応募者多数の場合、
抽選）

どなたでもお申込みいただけます。申込期限はホームページよりご確認ください。 80名
http://www.met.nagoya-u.ac.jp/KYOUMU/koukai.html
（先着順に受付）

「暮らしと健康を守る最新検査法
−研究者に会いに行こう−」

市民公開講座

※①については、周年同窓生に別途ご案内を送付しておりますので、
そちらをご覧ください。 ※①の抽選結果は発送をもってかえさせていただきます。
（9月下旬予定）
※②③④⑤⑥⑦⑨の抽選結果はメール等でご連絡いたします。
（9月下旬予定） ※①〜⑨は東山キャンパス、⑩は大幸キャンパスで開催します。

アクセス

大阪

新幹線
（103分）

JR中央本線
多治見方面
（12分）

新幹線

地下鉄東山線

（52分）

藤が丘行き
（5分）

地下鉄名城線
右回り
（2分）

地下鉄名城線

徒歩
5分

大幸キャンパス

（52分）

東京

ナゴヤドーム前矢田

右回り
（2分）

すぐ

地下鉄名城線
右回り
（19分）

栄

藤が丘行き
（15分）

出口

名鉄線

大曽根

地下鉄名城線

セントレア

（中部国際空港） （約30分）

名古屋

新幹線

地下鉄東山線

本山

大阪

新幹線
（103分）

名古屋

東京

左回り
（21分）

●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〉
金山

（中部国際空港） （約30分）

地下鉄名城線

東山キャンパス

名鉄線

名古屋大学

セントレア

金山

●東山キャンパス〈地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車すぐ〉

右回り
（12分）

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。お車でのご来場はご遠慮ください。
名古屋大学全学同窓会ホームページ

名古屋大学基金ホームページ

https://www.nual.nagoya-u.ac.jp/

http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/

名古屋大学 Development Oﬃce
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL：052-747-6558、6559 E-mail：home-coming@adm.nagoya-u.ac.jp
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※お電話による問い合わせは、
平日9時〜17時までです。
※プログラムの内容等は諸般の事情により変更となることがありますのでご了承ください。

テクノ・フェア名大は、大学院工学研究科等
で実施されている研究の成果や研究シーズ
を、ブース展示、セミナー、研究室見学等の
企画で公開し、科学技術に対する理解を深め

Find ideas

ていただくとともに、企業や地域社会の皆さ
す。
どなたにもご参加いただけます。

Ability to create the future

Techno fair

入場
無料

日 時：

10 20
10 : 30 - 15 : 30

会 場：

未来を創造する力

まと交流を図ることを目的としたイベントで

Technology

土

開催概要

● 研究内容・研究成果のブース展示
● 工学研究科各分野（学科）の
最新のトピックス等に関するセミナー

名古屋大学・IB電子情報館中棟1階

● ショートプレゼンテーション
（研究者による研究内容の紹介）

地下鉄名城線「名古屋大学」駅3番出口よりすぐ

● 研究室見学 など

名古屋大学大学院工学研究科

主催：

共催：大学院医学系研究科、
大学院環境学研究科、大学院情報学研究科、
大学院創薬科学研究科、
大学院理学研究科、高等研究院、
トランスフォーマティブ生命分子研究所、

未来材料・システム研究所、
シンクロトロン光研究センター、減災連携研究センター、
ナショナルコンポジットセンター、未来社会創造機構、予防早期医療創成センター、
学術研究・産学官連携推進本部
後援：総務省東海総合通信局、
経済産業省中部経済産業局、
愛知県、
名古屋市、
一般社団法人 中部経済連合会、
名古屋商工会議所、
公益財団法人 中部科学技術センター、
公益財団法人 科学技術交流財団、
公益財団法人 名古屋産業振興公社、中部エレクトロ二クス振興会、
公益財団法人 ソフトピアジャパン、
独立行政法人 中小企業基盤整備機構中部本部 名古屋医工連携インキュベータ、
名古屋大学協力会、中日新聞社、
日刊工業新聞社
協賛：公益財団法人 名古屋産業科学研究所

TEL /052-789-3413 E-mail/techno@milky.engg.nagoya-u.ac.jp
http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/techno/

お問い合わせ先：名古屋大学工学部・工学研究科 総務課社会連携室

詳しくは ホームページをご覧ください
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FOR OUR BRIGHT FUTURE, IAR PRESENTS

野 依 良 治 博 士 アカデミー サ ロン

学 びから研 究 へ

職 業としての 研 究 者とは？
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ア カ デ ミ ー サ ロ ンの ポ イント
Po i n t

Po i n t

カジュアルに語り合う

そうでなければ難しい ： ひと味違った視点や考え方

人とはちがって何を学べるか
1. グローバル化の問題
若い皆さんに挑んでほしい重要課題とは
2. 世界「最高知」
をもつ学識経験者のビジョンとは

押さえておきたい
キーワード

1. Casual interaction（カジュアルな交流）
2. Good mix（グッド・ミックス）
3. Interdiscipline（学際性）
4. New value/new way of thinking
（新しい価値と考え方）

5. Young leader cultivation

3. 守るべき伝統と変えるべき未来とは など

アカデミーサロンの 詳 細 ・ 申し込 み はこちら

http://www.iar.nagoya-u.ac.jp/namasalon.php

（若いリーダーの育成）

お問い合わせ先

TEL : 052-788-6153
E-mail : iar@adm.nagoya-u.ac.jp
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第6回 教育基盤連携本部セミナー

全ての入試改革は
なぜ失敗に終わるのか

2018 年 10月31日［水］15:00‒17:00
会場

名古屋大学東山キャンパス

ES総合館1階 ESホール

事前申込

入場無料

対象：大学関係者 高校教員等

定員：160名

主催：名古屋大学 教育基盤連携本部

プログラム

今般の大学入試改革では、英語４技能評価、記述式問題の導入、調査書の活用などが
大きな変更点である。
本セミナーでは、東北大学 高度教養教育・学生支援機構 高等教育開発部門 入試開発
室 教授 倉元 直樹 氏から、入試改革を高校はどのように受け止めているか、高校にど
のような影響を及ぼすか、大学にはどのようなことが求められるか等について、主とし
て大学入試改革のスケジュール（工程表）という観点から焦点を絞って講演していただ

14:30
受付
15:00
主催者挨拶
名古屋大学理事・副総長
教育基盤連携本部長
松下

裕秀

く。
15:05‒16:35
講演「全ての入試改革はなぜ失敗に
終わるのか」

講師

倉元

直樹（くらもと・なおき）

東北大学 高度教養教育・学生支援機構 高等教育開発部門 入試開発室 教授

16:35‒16:50
質疑応答
16:55
閉会挨拶
名古屋大学副総長
教育基盤連携本部 副本部長
木俣

申込方法

Web（http://www.nuqa.nagoya-u.ac.jp/news/20181031.html）による事前申込制。
Eメール・FAXにてお申し込みの場合は裏面を参照してください。
なお、定員（160名）に達し次第締め切りとさせていただきます。

お問合せ

元一

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

名古屋大学教育基盤連携本部アドミッション部門
TEL：052-747-6942（平日9時−17時） メール：nuqa@adm.nagoya-u.ac.jp
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第6回 教育基盤連携本部セミナー

全ての入試改革はなぜ失敗に終わるのか
参加申込書

FAX 0 5 2 - 7 4 7 - 6 9 7 2（名古屋大学 教育基盤連携本部アドミッション部門 行）
セミナーに参加を希望される方は、次のいずれかの方法でお申し込みください。
❶ ホームページ… http://www.nuqa.nagoya-u.ac.jp/news/20181031.html にアクセスし、
申し込みフォームに必要事項を記入してご送信ください。

❷ FAX…………… 以下の枠内を記入し、上記番号にFAXにてご送信ください。
❸ メール………… 以下の内容をメール本文に記載し、nuqa@adm.nagoya-u.ac.jp までご送信ください。

（フリガナ）

氏名

職種

連絡先

教員（ 高校 ・ 大学 ・ その他 ） ・ 職 員 ・ 学 生
会社員（ 業種：

）

その他（

）

〒

‒

所属・団体名
電話番号
メールアドレス
※定員（160名）になり次第、受付を終了いたします。ホームページでお知らせいたします。
※ご記入いただいた個人情報については、本学の個人情報保護方針に基づき、適正に管理いたします。
会場マップ

名古屋大学東山キャンパス
ES総合館1階 ESホール
（名古屋市千種区不老町）
名古屋市営地下鉄名城線
「名古屋大学」駅下車
2番出口より徒歩3分
公共交通機関でお越しください。
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【質保証を担う中核教職員能力開発拠点】
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