
 

 

令和元年11月27日 

 

令和元年度第５回名古屋教育記者会懇談会 

 

テーマ 議 題 担当 

Ⅰ 世界屈指の研究

大学を目指す取

組 

『NU MIRAI 2020』 

 

 １．世界屈指の研究大学へ！ 

  ～ 小林－益川理論を超える新しい素粒子の探索 ～ 

  

飯嶋 素粒子宇宙

起源研究所教授 

Ⅱ ハイライト ２． 「見える化活動の成果報告」 

 ～ 教育の持続可能性をもとめて ～ 

 

３．名古屋大学・岐阜大学「フューチャーアース」シンポジ

ウム ～東海地域 SDGs研究・実践交流会「木曽三川流

域圏の未来」 

 

４．女性研究者トップリーダー顕彰受賞者2名のご紹介  

 ～女性研究者としての活躍をめざして～ 

～女性研究者が活躍するための基盤形成にむけて～ 

 

 

 

５．大学生に必要な母語・外国語の力を！ 

 ～ 教育基盤連携本部シンポジウム ～ 

 

内田 教育発達科

学研究科准教授 

 

西澤 環境学研究

科長 

 

 

神谷 工学研究科 

准教授 

田中 総合保健体

育科学センター准

教授 

 

佐久間副総長 

Ⅲ 輝け！名大生 

 

６．本学初！プロ野球選手誕生 

～ 中日ドラゴンズから育成 1位指名 ～ 

 

 

７．鈴木亜由子選手壮行会のご案内 

 

経済学部4年 

松田 亘哲さん 

ほか野球部5名 

 

医学部保健学科3年 

伊藤 夢乃さん 

 

Ⅳ その他 ８．12月の行事予定 ほか 松尾総長 

 

 



小林-益川理論を超える
新しい素粒子の探索

名古屋大学
素粒子宇宙起源研究所

飯嶋　徹

2019年11月27日

資料１
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SuperKEKB/Belle II 実験

2

SuperKEKB加速器

一周3キロの主リング

電子

長さ600mの入射器

Belle II測定器

陽電子

陽電子ダンピングリング
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26	countries/regions	
113	institutions	
921	researchers

欧400名
米150名

亜210名

日160名

高まる期待
集まる叡智

ヨーロッパのライバル実験
にない魅力が！

2019/3/25	再衝突（本格実験開始）

計画の議論開始 2000年
建設開始 2011年
2016/2-2016/6	試験運転
2018/3-2018/7	調整運転　（4/26	初衝突）
2019/3-	本格物理運転

2019.2現在

Belle II コラボレーション
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名古屋大学における素粒子研究 4

「坂田模型」（1955）
• ハドロン（陽子や中間子）の複合粒子模型
• 現在の「クォーク模型」の原型

「牧-中川-坂田理論」（1962）
• ニュートリノ振動を予言
• 神岡実験やOPERA実験などで確認

「小林-益川理論」（1973）
• クォークと反クォークの反応における対称
性の破れを説明し、６個のクォークを予言

「Bファクトリー実験」（2001~）
• 対称性の破れの観測と小林-益川理論の証明
• 名古屋大チームが実験の中核を担う
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b d b d

B 中間子 反 B 中間子

坂田昌一

小林誠 益川敏英

Belle 共同実験

q q
q

q q

陽子・中性子 中間子

クォーク 反クォーク

対称性の破れ

素粒子標準理論の確立
に大きな足跡

P
N Λ

坂田模型 クォーク模型
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Belle（第一期）からBelle II（第二期）
Belle実験の成功 :「小林益川理論」を実験的検証

小林氏・益川氏　2008年ノーベル物理学賞受賞

私たちの宇宙の創生には標準理論を超える「新しい物理」が必要！

Belle II実験へ

Belle測定器

新物理の探索を目的

私
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名古屋大学における素粒子研究 

国際高等研究機構
（2019年10月発足）

素粒子宇宙起源研究所（KMI）
素粒子と宇宙、理論と実験の連携・融合研究により、
標準理論を超える現代物理学の新たな地平を開拓する。

世界的な研究拠点を構築

小林-益川理論を超える新しい物理世界の探求

名古屋大学研究大学強化推進事業 6



名古屋大のリーダーシップ 
• 飯嶋　徹：スポークスマン（2019.6~）
• Alessandro Gaz：物理解析コーディネータ
• 松岡　広大：実験運転コーディネータ
• 居波　賢二：タウ解析グループリーダー

　　TOP検出器サブリーダー

飯嶋

Gaz

松岡 居波 7



素粒子標準模型

宇宙は素粒子でできている
物質構成粒子（クォークとレプトン）
力を媒介する粒子（ボゾン）

+ ヒッグス粒子

分子 原子 原子核

陽子・
中性子クォーク

電子

物質構成粒子 力を媒介する粒子

ク
ォ
ー
ク

レ
プ
ト
ン

第１世代 第2世代 第3世代

アップ

ダウン

チャーム

ストレンジ

トップ

ボトム

電子 ミュー タウ

電子ニュートリノ ミューニュートリノ タウ ニュートリノ

強い相互作用

電磁相互作用

弱い相互作用

グルーオン

フォトン

Wボゾン Zボゾン

ヒッグスヒッグス粒子
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消えた反物質の謎

ビッグバン後の宇宙では同数の粒子と反粒子が生成されたはず。
だが、反粒子は消滅し、現在の宇宙は物質（粒子）だけでできている。

なぜか？
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CP 対称性の破れ

粒子と反粒子に働く物理法則の対称性が破れていない
と、物質優勢の宇宙はできない。

この非対称性を  “CP 対称性の破れ” の破れと呼ぶ。
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B ファクトリー実験
2001年に、Belle実験（KEK）とBaBar実験（SLAC）が、小林-益川理論の予
言どおりに、B中間子の崩壊における大きなCP対称性の破れを発見。

Belle

b d b dB 中間子 反 B 中間子
(q は反クォークを表す)

小林-益川理論の
定量的検証結果

ノーベル物理学賞
（2008年）

私
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未解明の謎

標準理論は、
宇宙からどうやって反物質が消滅したか？

暗黒物質は何か？
について説明できない！

BファクトリーにおけるCP対称性の破れと、LHC実験によるヒッグス
粒子の発見によって、標準理論は完成したと見ることもできるが、

標準理論を超える新物理（新粒子）が必要！ 12



SuperKEKB/Belle II実験

Belle 第１期の40倍の頻度で衝突させる
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Belle II 検出器
• より高い性能
– エネルギー、運動量、崩壊点の測定精度、粒子識別性能

• より高いバックグランド耐性
• より大量のデータ処理性能

崩壊点検出器
シリコンバーテックス検
出器
ピクセル型検出器

エアロゲルRICHカ
ウンター

TOPカウンター

電磁カロリメータ
ミュー粒子・中性K中間子検出器

中央飛跡検出器

7GeV	e-

4GeV	e+

データ解析センター
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TOP カウンター
名大N研で原理から開発した新型粒子検出器
• 高速荷電粒子が物質中を通過した時に発生するチェレンコフ光を、
• 精密に研磨した石英中（表面粗さ5Å）を全反射して伝搬させ、
• 各光子の到達時間を50ピコ秒以下の時間分解能で測定し、
• 荷電粒子の速度を光速の0.2%以下の精度で測定する。
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電子-陽電子ビーム初衝突（2018.4.26）
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本格的な実験開始 !
2019年3月11日に運転を開始し、3月25日に衝突を確認
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新物理の探し方
• 既知の素粒子の稀な反応を何回も発生させて精密に
測定し、標準理論の予測からのズレや、標準理論で
は起こらない反応を見つける。

b クォーク s クォーク

光子（γ）

新粒子

新粒子

軽い

すごく重い
（陽子質量の ? 倍）

新物理だと

b クォーク s クォーク

光子（γ）

t クォーク

Wボゾン

軽い
(陽子質量の1/10）

重い
（陽子質量の184倍）

標準理論

陽子質量の4.5倍

18



µ−

νµ

τ −

ντ

新粒子が引き起こす崩壊率の変化
• B中間子のベータ崩壊は３種類:

b
u

c
B−

D0u

W−

νe

e−

• 標準理論では同じ強さで起こる。

B→D	e	ν	 ,	D	µ ν	 ,	D	τ ν

H	-
（新物理）

• 新物理があると強さ変わる（特にB→D τ ν が変化）

• これまでの実験結果にその兆候がある。
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新物理が引き起こす対称性の破れ

新物理が存在すると、稀な崩壊では、標準理論とは
異なるCP非対称性が観測される可能性が高い。

J/ψKs

φKs

標準理論（小林-益川理論）

新物理

非
対
称
度

時間

稀な崩壊
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タウレプトンの変化

• 電荷をもつレプトン：電子（e）、ミュー（μ）、タウ（τ）
• 標準理論だと τ→μ, τ→ e の変化は起きないが、新物理だと起
こりうる（ニュートリノ振動と同じように）

スーパーBファクトリーはスーパーτファクトリー

τ ( )eµ

γ

新粒子
新粒子e µ

τ

eν µν

τν

（ニュートリノ） 荷電レプトン中性レプトン

梶田氏ノーベル賞

?
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期待される成果
蓄
積
デ
ー
タ
量

B→	D(*)	τ	ν	崩壊	
による新物理発見

標準理論では起こらない
タウ崩壊の発見

新物理起源の
CP対称性の破れ		

小林・益川理論の
予言再確認

2027年までには、現在の約50倍の高統計データを蓄積し、名古屋大が主
導するデータ解析によって、小林・益川理論の精密検証を経て、標準理論
を超える新物理の信号の発見が期待できる。

積
分
ル
ミ
ノ
シ
テ
ィ
 [ab

-1]

年

10

20

30

40

50
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まとめ
• SuperKEKB/Belle II実験が本格始動。小林-益川
（標準）理論を超える新物理発見を目指す。

• 新物理発見は、宇宙の謎の解明につながる。
• なぜ宇宙が物質だけでできているか？
• 暗黒物質の正体は何か？

• 名古屋大グループがBelle II 実験をリード。
• 名古屋大からも情報を発信してゆきたい。

こうご期待！
23



一般向けウェブ: 

belle2.jp (英語)

belle2.jp/ja/  (日本語、リニューアル中）

Belle II アウトリーチSNS

@belle2japan (FB, Tw 日本語版）

@belle2collab

KMI アウトリーチSNS

@KMINagoyaU

KMI ウェブサイト
www.kmi.nagoya-u.ac.jp

24
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1

報告者: 内田良（名古屋大学大学院・准教授，教育社会学）

E-mail: uchida.ryo@f.nagoya-u.jp

D-tail: [ﾘｽｸ･ﾘﾎﾟｰﾄ]http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryouchida/

[学校ﾘｽｸ研究所] http://www.dadala.net/

[YouTube 内田良ﾁｬﾝﾈﾙ] https://bit.ly/2kjBXAi

twitter: @RyoUchida_RIRIS

facebook: ryo.uchida.167

「見える化」活動の成果報告

教育の持続可能性をもとめて

2019年11月27日(水) 於,名古屋大学
令和元年度第4回 名古屋教育記者会懇談会

資料２
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平成24年版 p. 21
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学校柔道で過去31年間（1983-2013）に118件の死亡事故

事例を見捨てていくから，事故がコピペされていく

たし算

29



中学校の主要運動部における死亡率［1992-2011年度，20年分］
わり算
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9

http://www.meijitosho.co.jp/eduzine/interview/?id=20140413

「感動」「一体感」・・・リスクが見えていない
事故が起きても，「ケガは付きもの」

33



10

←「見える化」
2014年5月
ヤフーニュースでの情報発信

「見える化」→
2015年9月

ヤフーニュースでの情報発信 34



2012年度 小学校における体育的活動
（部活動除く）時の負傷事故件数

※独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校の管理下の災害
〔平成25年版〕』に記載されているデータを独自に再集計

学習指導要領に記載がないにも
かかわらず負傷事故が多く起きている

35



2016年度の負傷事故・・・ 大幅に減少！

実施校数の減少以上に，負傷事故件数が減少
＝ 「安全な組み体操」の誕生 36
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1438



15

2018年度「死亡見舞金」支払い事例

39
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17

｢見える化｣なくして

｢持続可能性｣なし

41



◆ウェブサイト：学校リスク研究所

◆YAHOO! ニュース：リスク・リポート

◆教育という病
2015年，¥780

◆柔道事故
2013年，¥1500

◆ブラック校則
2018年，¥1500

◆調査報告学校の部

活動と働き方改革
2018年，¥620

◆教師のブラック残業
2018年，¥1600

◆ブラック部活動
2017年，¥1400

◆みらいの教育
2018年，¥1500

◆学校ﾊﾗｽﾒﾝﾄ
2019年，¥810

◆｢ﾊｯﾋﾟｰな部活｣
のつくり方
2019年，¥860
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フューチャー・アースは持続可能な地球社会を目指す国際共同研究プラットホームです。
2012年「国連持続可能な開発会議」で提唱され、2015年から10年の計画で活動を開始しました。
フューチャー・アースは、SDGs（持続可能な開発目標）に貢献する学問研究として、
市民、行政、企業など社会のステークフォルダーとともに研究を進めるトランスディシプリナリな学問の発展を目指します。
日本では、日本学術会議がその推進の中心となっています。
2018年4月に発足した名古屋大学フューチャー・アース研究センターは、名古屋大学におけるその推進の要として活動します。

フューチャー・アース研究センター 主催

名古屋大・岐阜大「フューチャー・アース」シンポジウム
東海地域SDGs研究・実践交流会「木曽三川流域圏の未来」
2019年12月8日（月）13:00-18:00

資料３
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学内コア組織

名古屋大学フューチャー・アース研究センターの組織

研究課題

1. 長期的視野に立った地球環境の持続性を支える技術・
制度の策定

2. 持続可能なアジアの都市および生活圏の構築

3. 生態系サービスの保全と人類の生存基盤の確保

4. 多発・集中する自然災害への対応と減災社会を見据え
た世界ビジョンの策定

5. エネルギー・水・食料連環問題の同時的解決

名古屋大学における世界をリードする
地球環境研究・森林生態研究・

持続可能な地域開発研究等の実績をベースに

SDGs達成に貢献する
名古屋大学の取組を展開

研究部門

１．地球環境部門

２．都市・生活圏部門

３．生態系サービス部門

４．減災社会部門

生命農学
研究科

宇宙地球
環境研究所

国際開発
研究科

環境学
研究科

総合地球環境学研究所
Future Earthアジア地域センター
国連地域開発センター
Future Earth国際本部 etc.

センター長：高橋雅英(理事・研究担当)
副センター長：竹中千里(生命農学研究科教授)

学外組織学内コア組織

http://futureearth.nagoya-u.ac.jp
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名古屋大学フューチャー・アース研究センターの活動

地球温暖化による永久凍土の融解

気象変化
メカニズム解明

凍土融解防止策

現地住民

住民の認識調査

超学際研究事例

東シベリアとモンゴルにおける永久凍土
保全に向けた超学際研究（檜山ら）

フューチャー・アース研究発信

ワークショップ・シンポジウムの開催
(岐阜大と連携）

・「東海地域から発信する
Future Earth 」 (2019.6.17）

・東海地域SDGs研究・実践交流会
「木曽三川流域圏の未来」

（2019.12.8）
国際イベントへの参加
・地球観測に関する政府間会合GEO

Weekでのポスター展示
(三重大と合同、2018.10）
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名古屋大・岐阜大の連携強化のために
• 名古屋大学と岐阜大学は2020年4月に東海国立大学機構を設立し経営統合

• 研究上での実質的な連携を図る→今回のシンポジウムの動機

• シンポジウムで名古屋大学松尾清一総長、岐阜大学森脇久隆学長が揃って冒頭挨拶

• 国立大学協会から「大学改革シンポジウム」開催のための助成を受ける

これまでの連携の経緯

• 名古屋大にも岐阜大にもフューチャー・アース研究に取り組んできた教員がおり、連携を模索

• 2019年6月には両大学合同でフューチャー・アース研究会

• これを機にこの分野での連携体制（名古屋大・岐阜大フューチャー・アース作業部会

部会長：竹中千里生命農学研究科教授）設立

• 今後はSDGsを達成するためのフューチャー・アース研究という分野で名古屋大学と岐阜大学
で共通の枠組みをつくり

• 両大学が共同して東海地域における持続可能な社会作りを推進

• そのために市民、行政、企業と協働するプラットフォーム作り→本シンポジウム

名古屋大学・岐阜大学連携
「東海地域SDGs研究・実践交流会
／木曽三川流域圏の未来」開催
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SDGs達成のための研究と実践活動
を行っている大学・NPO・行政・企業
が一堂に会するシンポジウム。

名古屋大学と岐阜大学に共通する
地域研究・地域貢献フィールドであ
る木曽三川流域圏を対象に、この
地域でSDGsを達成するための学問

研究の報告を行うとともに、持続可
能なこの地域の未来を展望する。

日時 2019年12月8日（日）
13:00〜18:00

場所 名古屋東京海上日動
ビルディング ２階会議室

キーノート・レクチャー
Dr. Cornelia B. Krug（チューリッヒ大学）
「フューチャー・アース自然資本KAN
と欧州のSDGsについて」

セッション１ 研究・活動報告
中村 晋一郎（名古屋大学）

「都市河川を子どもが遊べる里川に」

大西 健夫（岐阜大学）

「流域を知るためのツールとしての
シミュレーション・伊勢湾流域圏の
河川の事例」

原田 守啓（岐阜大学）

「地域での気候変動・社会環境変動
への適応に大学が果たす役割」

岩田 俊夫（ブラザー株式会社）

「ブラザーの森 郡上における生物
多様性豊かな森づくり」
コメント：Dr. Cornelia B. Krug
Dr. Manfred Klein （ドイツ連邦自然保護庁）

セッション２パネルディスカッション
「木曽三川流域圏の持続可能な未来」
中村晋一郎､乃田啓吾（岐阜大学）
谷岡良一（岐阜県農政部里川振興課）
川口暢子（ナゴヤSUP推進協議会）

平野智也（22世紀奈佐の浜プロジェクト
学生委員会代表）

セッション３ワイワイガヤガヤ交流会
教員、学生、行政、NPO、企業からの
ポスター発表 20件程度

申し込み
futureearth@ercscd.env.nagoya-u.ac.jp
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木曽川

長良川

揖斐川

伊勢湾

木曽三川流域圏＝木曽三川流域＋伊勢湾
（伊勢湾流域圏）
→長年にわたる治水・
利水の蓄積

流域圏＝河川流域＋河口沿岸域

「木曽三川流域圏の未来」を考えることは
名古屋大学・岐阜大学連携の象徴

岐阜

名古屋

１）東海地域でSDGsに取り組む大学、市民、行政、

企業が一堂に会する場。東海地域初の試み。

２）木曽三川の上流、中流、下流と伊勢湾までの

水のつながりを強調。流域圏全体の持続可能

性を考えるという問題意識を参加者に喚起。

３）大学からの研究発表は、研究者だけが行うも

のではなく、地域の行政、市民とつながり協働

する研究に関するもの。

４）企業、行政、NPOからの活動報告はユニーク。

流域圏全体の持続可能性を高める活動の中に

位置付けて捉えてもらう機会となる。

５）セッション３は「ワイワイガヤガヤ交流会」と称

して、ポスター発表でじっくりと交流・議論。今後

の連携した取り組みにつながると期待。

６）ヨーロッパからも研究者・実践家を招き、ヨー

ロッパの最新事情を伝えてもらうと同時に、国

際的な交流を図る。

７）行政を越える河川の利水・治水は世界中で起

きている問題（地球規模課題）。その解決は世

界の参考になる。

本シンポジウムの特徴
国土交通省中部地方整備局
木曽川上流河川事務所作成
「木曽川水系図」
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名古屋大学大学院工学研究科
生命分子工学専攻
准教授 神谷由紀子

女性研究者としての活躍をめざして

2019.11.27
記者懇談会資料

令和元年度 女性研究者トップリーダー顕彰

資料４－１
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2008年 名古屋市立大学大学院薬学研究科 博士(薬学)取得
2008年 分子科学研究所 博士研究員
2009年 分子科学研究所 特任助教

2012年 名古屋大学大学院工学研究科 助教
2013年 名古屋大学エコトピア科学研究所(現 IMaSS) 講師
2016年 名古屋大学大学院工学研究科 准教授

経歴

・糖タンパク質の細胞内品質を維持する仕組みに
着目し、構造生物学や糖鎖科学の観点から糖タ
ンパク質の細胞内運命決定機構を明らかにした。

・名古屋大学に着任したことを契機に、人工核酸による核酸医薬の開発
に向けたプロジェクトをスタート
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研究 『遺伝子発現を制御する機能性核酸の設計と医療応用』

核酸医薬品

非環状型人工核酸

人工核酸を使った問題点の克服

生命の設計図である遺伝子(DNA)。その情報
はRNAにコピーされ、タンパク質が作られ
る。RNAを不活性化する核酸医薬により、
疾患関連タンパク質の生産を抑制する。

分子レベルから生体レベルの解析を基盤とし、オリジナルの核酸医薬の開発を目指す

名古屋大学医学系研究科、名古屋市立大学、分子科学研究所

DNA

DNA/RNA

RNA タンパク質 H/OH

セリノール骨格 トレオニノール骨格

核酸分解酵素に対する耐性など

立体構造から探る設計の最適化

細胞生物学による作用機序解明

医療応用を指向した有効性・毒性等の解析

AMEDや財団による支援

L-aTNA/RNA

(X-ray)

siRNA

Antisense
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工学系女性研究者の活躍に向けて

ネットワークによる協力体制

工学系女性研究者ネットワーク
核酸化学ママ友会

同業種地域ファミリー会

リーダーとなる女性研究者数の増加

・情報交換や共有
・共同研究
・助け合い
・情報発信

物質的・精神的支援

・情報公開
・多様なロールモデル
・キャリアアップに対する個別性

次世代育成

・女子中高生アウトリーチ活動
・学問に対する純粋な興味を支援
・アカデミックや産業界で活躍す
る女性を育成

明るい未来を提示

輝く未来に向けたエンカレッジ
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工学系女性研究者の活躍に向けて

ネットワークによる協力体制

工学系女性研究者ネットワーク
核酸化学ママ友会

同業種地域ファミリー会

リーダーとなる女性研究者数の増加

・情報交換や共有
・共同研究
・助け合い
・情報発信

物質的・精神的支援

・情報公開
・多様なロールモデル
・キャリアアップに対する個別性

次世代育成

・女子中高生アウトリーチ活動
・学問に対する純粋な興味を支援
・アカデミックや産業界で活躍す
る女性を育成

明るい未来を提示

輝く未来に向けたエンカレッジ

工学部・工学研究系の女性研究者比率は向上の余地がある

*男女共同参画センター報告書より

他学部・他研究科で女性教員比率向
上に成功した事例を参考に、
是非、工学部・工学研究科でも女性
教員比率の向上を！

(年度)

女
性
教
員
比
率
(%

)
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女性研究者が活躍するための
基盤形成にむけて

総合保健体育科学センター

准教授 田中 憲子（石黒 憲子）
https://sites.google.com/site/norikoishigurotanaka/

「女性研究者トップリーダー顕彰」記者懇談会資料
2019年11月27日 資料４－２
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項目 説明

専門 運動生理学，健康科学

職歴 ①私立大学助手
②日本学術振興会特別研究員（RPD）
③大手企業の常勤研究員
④名古屋大学（2015年～）
※2人の子供を連れて単身赴任中（毎日5時間以上の家事育児）
※子供の小学校のクラス委員，学童保育室の保護者会長も歴任

特記
事項

・第一子出産に伴い，職を失う
・第二子を妊娠7か月で死産（妊娠には母子の命が懸かっている）

→数年にわたり，研究テーマが中断

エディテージ
研究費採択者
インタビュー

https://edge.editage.jp/noriko-tanaka/

全国1,100の大学
の研究担当理事，広
報部，国際部，研究
推進部，総務部等の
管理部門および一
部文科省，JST等に
配布された

１．自己紹介_田中 憲子（石黒 憲子）

受け入れ先：
厚生労働省管轄の研究所
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体幹部
骨格筋

健診データとの
関連 【産学連携】
※トヨタ自動車との共同研究

基礎データ蓄積

加齢や身体活動量との
関連【官学連携】【地域共創】

※名古屋市との共同事業「なごや健康カレッジ」

→高齢者コホートの構築（観察研究）

簡便かつ正確な評価法の
確立（インピーダンス法，超音波法）

２．研究内容_体幹部骨格筋による健康リスク予測

不活動（運動不足）により，年間500万人以上が死亡
→身体活動・運動の実施には骨格筋が必要不可欠
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３．抱負_女性研究者の心身の健康基盤を形成

名古屋大学教職員を対象とした運動プログラム
（主催：総合保健体育科学センター，企画・運営：田中，2016年～）

・毎年のべ400名以上が参加
・参加者の95％以上が女性
※一般女性の運動習慣者:<20％(社会問題)

勤労女性に対する運動介入の
モデルとして関連学会に提案
するため，効果検証中

部局，職種，職位を超越した
参加者間のネットワークが
自然発生

部局横断型
共同研究へ

（経済学研究科／総
合保健体育科学セン
ター．研究費申請中）

参加者への事後アンケート
・ストレスが緩和された（78％）

・仕事の効率が上がった（２３％）

・体調がよくなった（21％） ．スポーツを
ハブとした
相互援助
関係の形成

田中
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教育基盤連携本部シンポジウム

「大学生に必要な母語・外国語の力」

• グローバル人材の育成

•研究力，想像力の向上

•読解力，論理的思考力，
判断力，表現力等の養成

• 言語力・言語運用力

•母語・外国語の力

2019年１２月４日（水）13:00～16:00

JRゲートタワーホール (JRゲートタワー１６Ｆ)

参加費無料

教育基盤連携本部のHPから申込可

＜話題提供＞

高井次郎 名古屋大学教育発達科学研究科教授

生田博志 名古屋大学工学研究科教授

奥田真也 豊田通商株式会社人事部異動・雇用

グループグループリーダー

＜指定討論＞

長畑明利 名古屋大学人文学研究科教授

資料５
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本学初！プロ野球選手誕生
中日ドラゴンズから育成1位指名

2019 11 7

資料６
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伊藤夢乃

 陸上競技部長距離パート

 医学部保健学科

検査技術科学専攻３年

 愛知県武豊町出身

資料７
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武豊町に貢献できる走りをします！
応援よろしくお願いします！
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12月15日（日）10:00～
鈴木亜由子選手壮行会@経済カンファレンスホール



資料８

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

2日(月)、
9日(月)、
16日(月)、
25日(月)

役員会

3日(火)、
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、法学部・法学研究科、経済学部・経済学
研究科、国際開発研究科)

12日(木) 教授会(未来材料・システム研究所)

18日(水) 教授会(文学部・人文学研究科、情報学部・情報学研究科、多元数理科学研究科)

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)
研究科委員会(理学研究科)

25日(水)
教授会(農学部・生命農学研究科、国際開発研究科、宇宙地球環境研究所、総合
保健体育科学センター)

名古屋大学　令和元年12月予定表

           (教育記者会用)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

7月22日(月)～
12月20日(金)
(土・日・祝日閉
館)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示「写真や標本で
ご紹介！『名大の自然 昆虫編』」

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

博物館事務室
052-789-5767

9月25日(水)～
1月17日(金)
(日・月・祝日・
第2第4火曜日
休館)

減災館第28回特別企画展
「伊勢湾台風から60年－あのとき
の被害・避難・復興の実態に迫る
－」

場所：減災館2階
時間：13：00～16：00
監修：田代　喬(減災連携研究センター特任教授)
内容：伊勢湾台風から60年に因んだ特別企画展(※クラウドファン
ディング達成を受け11月13日より展示内容を拡充)
対象：一般
入場料：無料

[スペシャルギャラリートーク]
場所：減災館1階減災ホール
時間：13：30～
講演題目：「未来の伊勢湾台風と航空機観測」(12/5)
講演者：坪木和久(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「スーパー伊勢湾台風の襲来に備える」(12/21)
講演者：田代　喬(減災連携研究センター教授)
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

11月5日(火)～
28日(木)
(11月26日休館)

The 12th Exhibition of ITbM
Gallery "Changing"

場所：ITbM1階エントランスホール
時間：9：30～19：30
内容：Alexia Fabianが北極の旅にて撮影した写真から見える気候
変動を題材とした作品を展示
対象：本学構成員、一般
入場料：無料

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
特任助教　髙橋一誠
052-747-6843

11月26日(火)～
2月22日(土)
(日・月曜休館)

第39回博物館企画展
「ボタニカルアートと植物分類学こ
とはじめ」

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00

[関連講演会「植物学の温故知新」]
場所：博物館野外観察園
時間：13：00～14：30
講演題目：「野外観察園の植物紹介－『ホンモノ』に出会おう－」
(11/27)
講演者：吉野奈津子(全学技術センター(農学)技師)
講演題目：「植物学の歴史をたどる－伊藤圭介とボタニカルアート
－」(12/4)
講演者：西田佐知子(博物館准教授)
講演題目：「伊藤圭介が見た花の世界を最先端研究で探る」
(12/11)
講演者：東山哲也(トランスフォーマティブ生命分子研究所教授)

博物館事務室
052-789-5767

11月27日(水)
2019年度全学同窓会・学士会講
演会

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：16：00～17：30
講演題目：「なんとめでたいご臨終」
講演者：小笠原文雄氏(医学部特任准教授／医療法人聖徳会小笠
原内科・岐阜在宅ケアクリニック理事長兼院長／日本在宅ホスピス
協会会長／全学同窓会岐阜支部長)
定員：150名
対象：一般
参加費：無料

全学同窓会事務局
052-783-1920

11月27日(水)
人文学研究科2019年度大学院説
明会(オープンキャンパス)第2回

場所：文学部2階237講義室(全体会)、文学部棟本館、文系共同館
の各教室(個別相談会)
時間：18：00～19：30
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
会(教員および在学生との質疑応答、留学生相談コーナー)

文系事務部教務課
(文学・人文学担当)
hum@adm.nagoya-u.ac.jp

11月27日(水)
情報学研究科社会情報学専攻
グローバルメディア論講座
入試説明会

場所：全学教育棟北棟3階メディア演習室(301室)
時間：16：30～17：30
内容：講座の紹介、入試説明、質疑応答

情報学研究科社会情報学専攻
グローバルメディア論講座
tyama@i.nagoya-u.ac.jp
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11月28日(木)

日本法教育研究センター・コン
ソーシアムセミナー「外国人材受
入に関する法務－入管法改正に
ともなう新たな在留資格への対応
－」

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：15：00～18：00
講演題目：「新在留資格『特定技能』について」
講演者：社本洋典氏(辻巻総合法律事務所弁護士)
講演題目：「高度外国人材としての留学生の採用と受入体制の構
築」
講演者：杉本昌平氏(センチュリー法律事務所弁護士)
定員：60名
対象：外国人材の受入を検討している企業、日本で就職を検討して
いる留学生
参加費：3,000円(学生は無料)

法政国際教育協力研究センター
052-789-2325

11月28日(木)
ベンチャーズトーク2019「名古屋
大学発ベンチャー企業の集い」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：14：00～17：50
対象：学生、一般
参加費：無料(情報交換会は3,000円(学生は無料))

研究協力部社会連携課
052-789-5545

11月28日(木)
高等教育研究センター
第176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：「好況期の大卒労働市場と初期キャリア」
講演者：堀　有喜衣氏(労働政策研究・研修機構主任研究員)
内容：労働市場環境と制度面の変化の中で現在の大卒就職および
就職後の定着についてインタビューや量的データから探る
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5693

11月29日(木)
人文学研究科附属超域文化社会
センターTCSセミナー第10回

場所：ジェンダー･リサーチ･ライブラリ2階レクチャールーム
時間：15：45～17：15
講演題目：「エレーヌ・シクスーを今読む意味：世界や日本の現状を
見る時、シクスーの主張は今でも有効か－ジェンダー、分断、二項
対立－」
講演者：松本伊瑳子氏(本学名誉教授)
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科
附属超域文化社会センター
教授　飯田祐子
y-iida@nagoya-u.ac.jp

12月1日(水)
脳とこころの研究センター市民公
開講座「脳とこころの安全のため
に 知っておきたい最新トピックス」

場所：鶴舞キャンパス鶴友会館2階大会議室
時間：13：00～15：00
講演題目：「脳の機能を手術でなおす」
講演者：前澤　聡(脳とこころの研究センター特任教授)
講演題目：「新たなてんかんケアの可能性－てんかん発作予知シ
ステムの開発」
講演者：藤原幸一(工学研究科准教授)
講演題目：「自動車運転と脳とこころの疾患について」
講演者：尾崎紀夫(脳とこころの研究センター長)
対象：一般
参加費：無料

脳とこころの研究センター
052-744-1975

12月3日(火)
人文学研究科考古学研究会講演
会

場所：博物館3階講義室
時間：14:45～16：00
講演題目：「中央アメリカと北アメリカの土製建造物」
講演者：ロベルト・ルナゴメス氏(ベラクルス大学教授)
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科
052-789-2238

12月4日(水)
2019年度教育基盤連携本部シン
ポジウム「大学生に必要な母語・
外国語の力」

場所：JRゲートタワー16階JRゲートタワーホール(名古屋市中村区)
時間：13：00～16：00
内容：話題提供、指定討論、パネルディスカッション
定員：200名
対象：教職員、役員、高校教諭、企業採用担当者、研究者、他
参加費：無料

教育基盤連携本部アドミッション部門
nuqa@adm.nagoya-u.ac.jp
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12月4日(水)
第103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：「過去、いま、未来の南海トラフ地震、理学でどこまで言
えるか？」
講演者：山中佳子(環境学研究科附属地震火山研究センター准教
授)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

12月4日(水)
大学院生のための
キャリアガイダンス

場所：理学部B館3階B319
時間：12：00～13：00
対象：大学院生、ポスドク
参加費：無料

博士課程教育推進機構
キャリア教育室
052-789-4914

12月4日(水)
第17回人文学研究科言語学分野
公開講演会

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：17：00～18：30
講演題目：「発話行為から見た授受表現の歴史」
講演者：森　勇太氏(関西大学准教授)
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科
教授　堀江　薫
horie@nagoya-u.jp

12月6日(金)
第3回アジア共創教育研究機構
シンポジウム

場所：アジア法交流館2階カンファレンスルーム
時間：10：00～17：00
講演題目：「Society 5.0 for SDGｓ」
講演者：梶浦敏範氏(日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員
会代表幹事)

アジア共創教育研究機構
052-789-2369

12月6日(金) 第156回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「気象災害へ対応するための長期的投資－今日明日や
る仕事と次世代に残す仕事を混同するなかれ－」
講演者：塚原健一氏(九州大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

12月7日(土)、
14日(土)、
21日(土)

減災連携研究センター
特別実験装置の実演

場所：減災館1階
時間：13：00～
内容：エムリバー(河川地形の実験模型)(12/7)、台風発生装置
(12/14、21)
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

12月7日(土)
令和元年度鶴舞公開講座「自分
の力で元気に過ごす－健康管理
と医療サポートの活用－」

場所：医学部附属病院中央診療棟A3階講堂
時間：13：30～16：30
講演題目：「健康長寿のための上手な食事の食べ方」
講演者：田中文彦(医学部附属病院栄養管理部副部長)
講演題目：「睡眠から考える健康習慣」
講演者：岩本邦弘(医学系研究科講師)
講演題目：「医者まかせにしていませんか？－賢い患者になるため
に必要な知識－」
講演者：鈴木裕介(医学部附属病院病院准教授)
講演題目：「薬剤師が伝えたい薬との上手な付き合い方」
講演者：宮崎雅之(医学部附属病院薬剤主任)
対象者：一般
定員：200名
受講料：無料

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2804
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12月7日(土) 大学教務実践研究会第7回大会

場所：中京大学名古屋キャンパス1号館3階・4階(名古屋市昭和区)
時間：10：30～16：45
講演題目：「カリキュラムマネジメントにおける教務系職員の役割」
講演者：中井俊樹氏(愛媛大学教育教授)
内容：講演、分科会
定員：300名
対象：大学教職員
参加費：2,000円(本学および中京大学構成員は無料)

教務実践研究会
kyoumujissen@gmail.com

12月7日(土)
名大博物館探偵第3回「ありえな
い人類史！？展示のまちがいを
さがそう！」

場所：博物館2階実験室
時間：13：00～15：30
講師：門脇誠二(博物館講師)
定員：20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

12月7日(土)
テクノ・シンポジウム名大in長野
「工学のおもしろさを知ろう！」

場所：JA長野県ビル12階12A会議室(長野県長野市)
時間：13：30～16：45
講演題目：「青色LEDとトランスフォーマティブエレクトロニクスが築く
持続可能スマート社会」
講演者：天野　浩(未来材料・システム研究所教授)
内容：講演、工学部の紹介、工学部で行っている医療関係の研究
紹介
定員：100名
対象：長野県下の高校生、保護者、高校教諭
参加費：無料

工学研究科
教授　瓜谷　章
uritani@energy.nagoya-u.ac.jp

12月7日(土)
第63回人文学研究科日本語教育
学講座・分野公開講演会

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：16：00～17：30
講演題目：「相互行為における道徳性と制度－診療場面における
受診正当化の事例」
講演者：串田秀也氏（大阪教育大学教授)
対象：一般
参加費：無料

人文学研究科
教授　林　誠
m.hayashi@nagoya-u.jp

12月8日(日)

名古屋大学・岐阜大学「フュー
チャー・アース」シンポジウム／東
海地域SDGs研究・実践交流会
「木曽三川流域圏の未来」

場所：名古屋東京海上日動ビルディング2階会議室(名古屋市中区)
時間：13：00～18：00
定員：100名
対象：学生、教員、行政関係者、企業関係者、一般
参加費：無料

環境学研究科事務部
052-789-3451

12月8日(日)
Tongaliプロジェクト
Tongali人材×学生ベンチャー
Meetup 2019

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス3階大会議室
時間：14：00～17：00
内容：トークセッション、ベンチャーズトーク、他
定員：50名
対象：東海地区の学生・ポストドクター
参加費：無料

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

12月9日(月)
Tongaliプロジェクト
国際開発における社会起業家の
役割

場所：国際開発研究科8階オーディトリウム
時間：14：45～15：45
対象：学生、教職員
参加費：無料

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

12月9日(月)
東海地区大学図書館協議会「図
書館職員基礎研修(第7回)」

場所：附属図書館5階多目的室
時間：10：00～17：00
テーマ：「大学図書館の概要と実務の基礎的知識の習得」
講演題目：「大学図書館の今とこれから」
講演者：佐藤　翔氏(同志社大学准教授)、他
内容：講演、講義(情報リテラシー、電子情報、ILL、目録・分類)、グ
ループ討議
定員：50名
対象：図書館勤務3年未満の東海地区大学図書館協議会加盟館職
員
参加費：1,200円(昼食交流会参加費)

附属図書館情報管理課
052-789-3666
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12月13日(金)

第7回ITbM国際シンポジウム(The
6th International Symposium on
Transformative Bio-Molecules,
ISTbM-7)、第15回平田アワード
(The 15th Hirata Award)、第5回岡
崎令治・恒子賞(The 5th Tsuneko
& Reiji Okazaki Award)

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：9：30～17：30
内容：世界で活躍する有機合成化学者、動植物生物学者が最先端
の研究成果を講演。世界で活躍する若手の有機化学者および生
物学者を表彰する第15回平田アワード(The 15th Hirata Award)お
よび第5回岡崎令治・恒子賞(The 5th Tsuneko & Reiji Okazaki
Award)も同時に開催
定員：200名
対象：有機化学、動植物科学およびその学際領域の研究を行う方
参加費：無料(懇親会は有料)

トランスフォーマティブ
生命分子研究所
052-747-6856

12月14日(土)
市民公開講座「ここまで身近に
なった！ 移植医療の最新事情」

場所：鶴舞キャンパス基礎医学研究棟4階第4講義室
時間：13：00～15：45
講演題目：「移植医療の実際」
講演者：北川喜己(医学部附属病院特命病院長補佐／名古屋掖済
会病院副院長)
講演題目：「心臓移植医療の実際」
講演者：六鹿雅登(医学系研究科講師)
講演題目：「肝移植の昔と今－ここまで治療できるようになりました
－」
講演者：小倉靖弘(医学部附属病院病院教授)
講演題目：「ここまで進んだ腎臓移植」
講演者：加藤真史(医学系研究科准教授)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科腎臓内科学
052-744-2111

12月14日(土)
2019年度経済学研究科オープン
カレッジ「自由奔放！サイエンス
－知識・博学への挑戦」

場所：経済学部2階カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
講演題目：「放射光利用技術の現在、そして未来(仮題)」
講演者：田渕雅夫(シンクロトロン光研究センター教授)
内容：大学の研究室で行われている最新の研究やその熱意をでき
るだけわかりやすく伝える
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
1月11日(土)、2月15日(土)

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

12月16日(月)
野中千穗准教授女性研究者トッ
プリーダー顕彰受賞記念講演会

場所：ES総合館6階KMIシンポジア(ES635)
時間：17：00～18：00
対象：一般
参加費：無料(祝賀パーティは有料)

理学研究科
教授　原田正康
harada.masayasu@nagoya-u.jp

12月19日(木)
第19回遺伝子実験施設公開セミ
ナー「ゲノムとヒトの健康－生命の
設計図と人生の設計－」

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：30～16：30
講演題目：「遺伝統計学で迫る疾患病態解明とゲノム創薬」
講演者：岡田随象氏(大阪大学教授)
講演題目：「ゲノム解析を出発点とする精神疾患創薬」
講演者：尾崎紀夫(医学系研究科教授)
講演題目：「ゲノム情報の持つ可能性と東北における大規模ゲノム
コホート研究」
講演者：木下賢吾氏(東北大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

遺伝子実験施設事務室
052-789-3086

12月21日(土)

減災連携研究センター「伊勢湾台
風から60年」記念事業 シリーズ・
伊勢湾台風から60年：特別シンポ
ジウム(3)「クラウドファンディング
事業・調査報告会(仮題)」

場所：減災館1階減災ホール
時間：13：30～
内容：減災連携研究センター所属教員、関連教員が調査研究事業
の成果を報告
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

70



12月22日(日)
地域歴史文化大学フォーラムin名
古屋「地域資料保全のあり方を考
える」

［ワークショップ］
場所：文系共同館1階1AB講義室とその周辺
時間：10：00～11：30
定員：30名

［シンポジウム］
場所：文学部2階237講義室
時間：13：00～17：30
定員：180名

参加費：無料(意見交換会は有料)

名古屋歴史科学研究会
rekikaken@hotmail.com

12月23日(月)～
25日(水)

教育学部附属中学校願書受付

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：00～12：00、13：00～16：00(12/23、24)、9：00～12：
00(12/25)
対象：受検希望者

教育学部附属中学校
副校長　佐藤俊樹
052-789-2680

1月11日(土)、
12日(日)

教育学部附属中学校入学検査 場所：教育学部附属中・高等学校
教育学部附属中学校
副校長　佐藤俊樹
052-789-2680

1月11日(土)、
12日(日)

先進科学塾＠名大第24回講座

場所：理学部C館2階物理会議室(C207号室)
時間：10：00～16：00
テーマ：「あなたとわたしの命を守る－進化を続けるエアバッグ」
講師：冨田　守氏(豊田合成株式会社)
定員：各20名
対象：中学生以上、一般
参加費：500円(実験材料費)

未来材料・システム研究所
教授　中村光廣
052-789-3532

1月21日(火)～
23日(木)

教育学部附属高等学校願書受付
(一般・帰国生徒)

場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：00～12：00、13：00～16：00(1/21、22)、9：00～12：00(1/23)
対象：受検希望者

1月29日(水)
教育学部附属高等学校入学検査
(一般・帰国生徒)

場所：教育学部附属中・高等学校

1月28日(火)

環境学研究科附属持続的共発展
教育研究センターSDGsセミナー・
シリーズ「地域金融機関と地域版
SDGs－地方創生と大学の役割
－」

場所：名古屋商工会議所3階第5会議室(名古屋市中区)
時間：13：00～17：00
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

持続的共発展教育研究センター
香坂研究室
052-747-6547

1月30日(木)

未来材料・システム研究所第3回
エネルギーシステムシンポジウム
「電力システム改革で系統運用は
どう変わるか－急変する電力市
場－(仮題)」

場所：(未定)
時間：13：00～17：00
講演題目：「世界の動向から見た日本の電力システム改革(仮題)」
講演者：荻本和彦氏(東京大学教授)
講演題目：「需給調整市場の開設に向けた電力会社の取り組み」
講演者：花井部長氏(中部電力系統運用部)
定員：100名
対象：学生、技術者を含む一般
参加費：無料

未来材料・システム研究所
052-789-5920

3月6日(金)

The 3rd KMI school
(KMI school 2020)
"Machine Learning in Particle and
Astrophysics"

場所：ES総合館6階KMIシンポジア(ES635)
素粒子宇宙起源研究機構
KMIschool2020@kmi.nagoya-u.ac.jp

教育学部附属高等学校
副校長　三小田博昭
052-789-2680
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