
令和３年９月１４日開催 

 

 

令和３年度 第２回名古屋教育記者会懇談会（オンライン） 

 

日時：９月１４日（火）１５:３０～１６:３０（予定） 

 内 容 担 当 

１ 冒 頭 

 

 ・本日のテーマ紹介 

 ・担当副総長の紹介（川北 一人 副総長） 

  

 

２  ・名大の国際展開について（資料1） 

 ・名古屋大学 IR戦略室の紹介（資料２） 

川北副総長 

３ その他 ①・「第17回名古屋大学ホームカミングデイ」の開催について 

（資料3） 

・「アンドロイドロボットAlterを用いたオペラ公演」について 

（資料4） 

（説明：小川 浩平 工学研究科准教授） 

 

②・名古屋大学における6 機関合同職域接種（大学拠点接種）終了報

告（資料5） 

 

③・９月の行事予定（資料6）  

 

大野副総長 

 

宮川管理部長 
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               中間評価（令和２年度）進捗状況の概要等
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名古屋大学ＩＲ戦略室の紹介

名古屋大学 IR戦略室／管理部企画課

令和3年9月14日（火）



ＩＲ戦略室について

ＩＲとは

大学におけるIRとはInstitutional Researchを指し、学内及び学外の組織や教

育・研究等に関する情報を収集・分析し、本学の効率的・効果的な計画立案、戦

略策定、評価及び意思決定を支援することを指す。

ＩＲ戦略室設置の経緯

名古屋大学では、エビデンスベースに基づく戦略的資源配分や施策立案のため、

総長の統括のもと、平成28年4月に「IR 本部」を設置し、教員の教育負担、研究

費獲得、研究成果等のデータ収集・分析・施策検討を進めてきた。

本学が今後、世界に通用する研究力や教育力の一層の強化、国際化、男女共

同参画、社会貢献・財務基盤強化を推進していくためには、エビデンス情報に基づい

た教育・研究・財務・社会貢献活動等の目標設定や戦略の立案が今後ますます

重要であるため、 令和2年4月に「IR 本部」が発展的に改組され、「大学全体を俯

瞰する立場」として「IR戦略室」が設置された。
【名古屋大学IR戦略室HP】 https://www.epe.provost.nagoya-u.ac.jp/
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ＩＲ戦略室について

体制

IR戦略室では、東海国立大学機構IR統括本部との連携のもと、IR活動を行って

いる。教員やURA(University Research Administrator)のみならず，事

務職員が協働でIR業務に従事することにより，多角的な情報収集，分析が可能

となり，IRの体制整備が加速している。

総長

室長

副室長

ＵＲＡ 事務補佐員

ＩＲ戦略室

ＩＲ戦略室会議

教員

事
務
局
：
管
理
部
企
画
課

室長 ：副総長（ＩＲ担当）
副総長 ：
室員 ：
[専任] URA２名，

事務補佐員１名
[併任] 情報戦略室教授１名，

教育基盤連携本部准教授１名，
学術研究・産学官連携本部URA１名

事務局 ：企画監，企画課長，
企画課長補佐，係長，主任

3



ＩＲ戦略室について

主な活動内容

●ＩＲシステムの開発支援・運用管理

学内に散在する組織や教育・研究等に関する情報を一元的に管理し、様々な切

り口から可視化された分析レポートを便利に利用できるIR システムを導入。

令和3年6月に本格運用を開始。コンテンツや分析方法を継続的に開発中。

⇒ 本学の効率的・効果的な計画立案、戦略策定、評価及び意思決定を支援

【学内専用システム】

test ID
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ＩＲ戦略室について

主な活動内容

【学外公開データ（例）】
当室ホームページより閲覧可 【URL】 https://www.epe.provost.nagoya-u.ac.jp/public_data/

⇒ ステークホルダーへの情報公開、説明責任の一端を担う。 5



ＩＲ戦略室について

主な活動内容

●教員データベースシステムの開発支援・運用管理

学校教育法施行規則で公表が求められている教員の保有学位・業績を研究者

総覧として学外に公表するため導入、運用中。

令和2年度からIRを活用したデータの一括登録によるデータ入力支援を実施

⇒ 教員評価支援、学外への情報公開、説明責任の役割を果たす。

名大太郎

【教員入力画面】 【研究者総覧】（学外公開）
【URL】 https://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/search?m=home&l=ja
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ＩＲ戦略室について

主な活動内容

●各種調査・分析業務

大学の運営状況を学外に公開するため、学外からの様々な調査対応を行う。

・学校基本調査対応

・NIAD（独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構）データ分析集対応

・成果を中心とする実績状況に基づく配分対応

・ELSEVIER社「SciVal（サイバル）」を用いた客観的データに基づく研究力分析

・QS世界大学ランキング分析，THE世界大学ランキング分析

・その他官公庁及び民間団体等からの調査対応

【主な調査・分析内容】

⇒ 調査資料等を活用して大学のパフォーマンス向上の取り組みを支援
7



① 教学部門や研究部門、産学連携部門等、すべての利用者が同じデータベースを

用いて分析できるシステム（戦略的統合データベース）の構築。

② 両大学において異なる形式で保有する各種データを収集・分析できる環境の整備、

データインフラの共通化。

③ 複数の部署が関わるデータ（教育・研究など）収集をする際の「効率的な収集方法

（データ連携など）」の確立。

④ 大学業務への理解、専門的知識を有したIR人材の確保，早期育成。

⑤ 経営戦略、ガバナンス改革等を提案する機能の強化。

⑥ 各部局等において部局レベルの個別分析ができる体制（部局担当者への研修実施

を含む）の検討、IR分析における好事例の共有。

⑦ PEAKS（大学改革支援フォーラム）大学IRワーキングの動向を踏まえた共通テンプ

レートの実装など、参画機関としての対応。

ＩＲ戦略室について

課題・今後の展望について

8



室 長：副総長（IR担当）,
室 員：専任URA2名,専任事務補佐員1名,兼任教員2名,兼任URA1名
事務局：管理部企画課5名（他の事務と兼任）

室 長：副学長、副室長：副学長2名、
室 員：兼任職員4名、兼任教員/URA2名
事務局：管理部企画室3名（他の事務と兼任）

岐阜大学 大学戦略室

部局部局

東海国立大学機構 IR統括本部

本部長：機構長補佐、副本部長：機構長補佐
本部員：経営企画部長1名，専任URA2名，兼任教員/URA2名
事務局：経営企画部経営企画課（他の事務と兼任）

経営企画部経営企画課において調整

執行部 部局執行部部局

各大学において学長のガバナンスのもとで、大学独自の戦略の策定や強み・弱みを分析するにあたって、IR統括本部と各大学
のIR推進部署が連携の上、適切な情報の流通を行うことで、EBPM(エビデンスに基づく政策立案の提言) の推進に寄与する。

機構における効率的・効果的な計画立案，戦略策定及び意思決定を支援。
各大学における情報を一元的に把握できる体制を整備し、経営IR機能を強化する。

必要なデータ項目の整理 → 関係部局から必要なデータを収集
→ 室員が加工・分析（事務の協働あり） → 執行部会議等で報告

役割

役割

IR組織による分析の流れ

名古屋大学 IR戦略室

Microsoft Power BI Report Server
【主な可視化レポート】研究IR，財務IR，部局中長期ビジョンKPI
【利用対象者】主に執行部，部局長，事務部の長等

IRシステムの運用（名古屋大：2021年6月～）

機構におけるＩＲ戦略室の位置付け

ＩＲ推進部署の体制と連携状況

9

役 員 会

経営協議会

本部長、副本部長、
理事又は機構長補佐、本部員
事務局：経営企画部経営企画課

【IR統括本部会議】
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メインテーマ「創基150年の歩みとその先の未来へ」
2021年10月16日（土）

第17回名古屋大学ホームカミングデイ キービジュアル

◆対象

卒業生、在学生、保護者等、教職員、
地域住民の方々

◆概要
創基150周年記念特別企画や各種講

演会、各学部・研究科の保護者向け
行事、同窓生向け懇談会などオンライ
ンイベント多数実施

1

第17回名古屋大学ホームカミングデイ
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創基150周年記念特別企画①

「名古屋大学の集い」

アンドロイドと名古屋フィルハーモニー交響楽団の初共演
渋谷慶一郎アンドロイド・オペラ『Scary Beauty』

日時：10/16（土）13：30-15：00 ライブ配信予定
アーカイブ動画視聴可能期間：10/16（土）-10/31（日）
（ライブ配信後、期間中いつでも視聴できます。）

名古屋フィルハーモニー交響楽団の演奏に合わせ、アンドロイドが即興で奏
でる歌唱をお届けいたします。
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創基150周年記念特別企画②

「医学部講演会」

「ウィズコロナ・ポストコロナの医療と社会」

日時：10/16（土）10：00-12：00 ライブ配信予定
アーカイブ動画視聴可能期間：10/16（土）-10/31（日）
（ライブ配信後、期間中いつでも視聴できます。）

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは医療現場だけでなく、社会全体に様々な影
響・変化をもたらしました。ウィズコロナ・ポストコロナの医療と社会は、これまでとどのよう
に異なるのか、解決すべき問題点は何か、第一線で活躍する識者が講演及びパネルディ
スカッションを行います。
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卒業生へ送る、名古屋大学の今
NU3MT～NAGOYA University 3 Minute Thesis competition～

日時：10/16（土）16：00-17：00 ライブ配信予定
アーカイブ動画視聴可能期間：10/16（土）-10/31（日）
（ライブ配信後、期間中いつでも視聴できます。）

名古屋大学学術奨励賞を受賞した、名大を代表する博士後期課程の学生たちによる、
たった３分間に濃縮された研究紹介グランプリをお届けします。
参加する学生のみなさまには、制限時間3分間・プレゼン資料１、２枚程度を使用して、だ
れにでもわかるように自身の研究内容を紹介していただきます。
優勝者は視聴いただいた皆さまの投票で決定します
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名古屋大学全学同窓会海外支部設立状況

②バングラデシュ支部
2005年10月23日設立

⑥ベトナム支部
2007年9月7日設立

④タイ国支部
2005年12月14日設立

⑦カンボジア支部
2008年9月5日設立

⑤北京支部
2007年5月21日設立

⑩台湾支部

2011年7月9日設立

①韓国支部
2005年5月5日設立

③上海支部
2005年11月11日設立

⑧モンゴル支部

2009年9月3日設立
⑨ウズベキスタン支部

2010年3月11日設立

⑬インドネシア支部

2013年8月30日設立

⑪ラオス支部

2012年12月14日設立

⑫ミャンマー支部
2013年6月29日設立

⑭フィリピン支部
2014年12月20日設立

名古屋大学全学同窓会
2002年10月27日設立

⑮マレーシア支部

2016年2月21日設立

2021年9月1日現在
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名古屋大学国際交流貢献顕彰

日時：10/16（土）-10/31（日）
（期間中いつでも視聴できます。）

国際水準での学問の研鑽や文化・交流・社会活動等を通じて「名古屋大学学術憲章」
の目指す人材像を実践し、活躍している学部・大学院の卒業生・修了生等を讃えるとと
もに、その活動を広く周知することにより、優れた人格と優れた成果をもたらす国際的
人材群のさらなる創出の促進を図ることを目的として、「国際交流貢献顕彰制度」を設
立。
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海外同窓生だより

日時：10/16（土）-10/31（日）
（期間中いつでも視聴できます。）

海外同窓会の活動の様子や海外支部のある国の魅力紹介等にクローズアップします。

今年は、全学同窓会ウズベキスタン支部に活動紹介やウズベキスタンの魅力紹介を
行っていただき、名古屋大学総長との対談を行います。



資料４



存在感ロボットAlter

⼩川浩平
名古屋⼤学⼯学研究科

准教授
k-ogawa@nuee.nagoya-u.ac.jp

-⼈の想像⼒を基にしたロボットの存在感研究-



想像⼒を基にした存在感アンドロイド研究

Alter (オルタ)



• ⼈は想像⼒を⽤いてロボット対話する
• ⼈らしい⾒かけは必ずしも必要なく、ロボットに何を⾒いだすかが重要
• 対話とは正確な受け答えをすることではなく、相⼿との関係性を想像すること
が対話の本質

想像⼒を基にした存在感アンドロイド研究

• ⾒かけ
1. アンドロイド -> Telenoid
2. ITACOシステム: メディア間を移動可能なエージェント

• 対話
3. 選択肢対話システム

3つの研究の紹介
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1.1 遠隔操作型アンドロイド
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1.2 Telenoid

A,B:⺟親の操作するTelenoidに抱擁する児童. C: Telenoidを通じて授業に参加する⼩学⽣. 
D: 家族とTelenoidを通じて会話する⾼齢者 E:⾼齢者施設での実証実験.

• 抽象的な⾒かけは様々な⼈の存在感を伝達でき
る

• ⼈の存在感は、声や⾒かけだけではなく、
⼈の想像から⽣じる

抽象的な⾒かけのロボットは⼈の存在感を伝達できるか？
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2 ITACO システム
• エージェントの⾒かけの変化に関わらず、⼈と
エージェントとの間に⼀旦築かれた関係性は、
移動先のメディアとの間に継承される。

• エージェントが移動することで⽇常的なものが、
社会性のある共感可能な対話メディアになる

⼈とエージェントとの間に築かれた関係性は、エージェントの⾒かけが変化しても継続するか？



3. タッチパネルを⽤いた選択式対話システム

1. 選択

2. 発話

3. 返答

⽤意されたシナリオ

• タッチパネルに表⽰された、話
すべき⾔葉を選択することで、
販売に最適な対話を体験できる

• 選択をすることは⾔葉を産出す
るよりも容易

アンドロイドはデパートで、商品を販売することができるか？
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Touch panel display

提⽰する選択肢の戦略

Positive

Positive

Positive

Negative
Positive Positive

異なる性質を持つ選択肢への誘導 似通った選択肢を表⽰することに
よる意思決定⽀援
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対話とは何か？

アンドロイドとのストー
リーの共有が対話である

選択により、与えられたシナ
リオを⾃らのストーリーとし

て受け⼊れる

意思決定感最適なシナリオ

選択に対する責任感

返答の受容



⼈との対話に応⽤したら？



タッチパネルを⽤いた選択式対話システム

タブレットからの発話

選択 選択

• コンピュータによるストーリーの制御
• 選択による対話への適応



タッチパネルを⽤いた選択式対話システム

物語の共有

選択 選択

• コンピュータによるストーリーの制御
• 選択による対話への適応

関係性を構築する
シナリオ

意思決定

関係性を構築する
シナリオ

意思決定



⼈の想像⼒を利⽤することで
⼈とより良い関係性を構築するロボットを

実現できる



想像⼒を⽤いたロボットとの対話

•想像⼒により、⾃分のモデルを相⼿との対話に適⽤する
• 相⼿の社会性やそれに起因する社会的影響⼒を許容することにつながる
• 選択式対話

•想像⼒はポジティブに補完される
• テレノイド

ストーリの共有は想像によって⽣起する

想像に基づくロボットの存在感の研究



Alter:存在感ロボットとオーケストラ

⼈らしいアンドロイドよりも
⼈を強く連想させる存在感ロボット

オーケストラとの共演

＋

⼈の⽇常と⾮現実的存在のロボット
の組み合わせが想像⼒を喚起する





アンドロイド観⾳マインダー:存在感ロボットと仏像

⼈らしいアンドロイドよりも
⼈を強く連想させる存在感ロボット

⼈の想像により、⼈よりも
強い存在感を感じさせる仏像

＋

組み合わせることで
想像に基づく存在感の研究ができる







結論
• 想像⼒を喚起することはロボットの存在感だけでなく、情報伝達にも効果がある
• 想像⼒を喚起する⼿法の確⽴が今後の課題



資料５



名古屋大学における６機関合同職域接種
（大学拠点接種）終了報告



接種の方針

「総長からのメッセージ」より抜粋（2021年6月25日本学HP掲載）
『多くの自治体が接種対象を高齢者から順に行っていく状況下、このままでは感染率
の高い学生層への接種が大幅に遅れるとの危機感がありましたので、"学生ファースト
"の考え方を取ることとする一方、教職員への接種も積極的に行っていきたいと思いま
す。』

医学部を有する国立大学としてワクチン接種への貢献の在り方を模
索していたが、近隣の大学も含めた学生へのワクチン接種を加速す
ることで、地域の感染拡大防止につながるとともに、学生が一日も
早く安心してキャンパスライフをおくれるようになることが期待で
きると考え、“学生ファースト”の大学拠点接種を行うこととした。

学生ファースト
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接種業務まとめ

接種期間 1回目接種：7月12日～8月8日 ２回目接種：8月9日～9月9日
（8月13日～16日以外は土日祝も接種を実施）

接種時間 12時～18時（6時間）（スタートアップの一定期間は13時～18時（5時間））

場所 名古屋大学豊田講堂・シンポジオン

対象 名古屋大学、中京大学、南山大学、名城大学、名古屋工業大学、豊田工業高等専門学校の学生・教職
員等（正規、非正規、身分、雇用形態の別は問わない）

接種完了者数 約34,000人超

ワクチン種類 武田／モデルナ社製

接種体制 接種所を５レーン設置。1時間で200～250人へ接種。

接種会場運営体制

・名古屋大学医療従事者 → 医師：5名／歯科医師または看護師：9名／薬剤師：１名
・支援医師 → 各大学の学校医等
・派遣医療従事者 → 看護師：10名程度
・各大学事務職員 → 名古屋大学：平日２名～４名、休日3名～5名

その他の大学：１～３名（接種予定者がいない日時を除く）
・派遣スタッフ → 事務スタッフ：20名程度／警備員：2名 ※その他、民間救急車を手配
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資料６



部局名 タイトル 概要 担当者氏名等

文学部・人文学研究
科

地域連携フィールドワークによる
調査研究と教育実践－愛知県北
設楽郡東栄町・花祭会館資料リ
ニューアル事業の推進－

奥三河の花祭に関する調査研究とフィールド実習を通じて、地域連
携・協働の過程と成果の共有、地域への還元を試みている。2018
年度からは町営の花祭会館リニューアル事業を受託、館内に動画
アーカイヴ・ブースを新設した。文化人類学分野・専門の学生(学部
／院)も新しい資料の作成と一般公開に参与している。

担当者氏名：人文学研究科
教授　佐々木重洋
052-789-5983
メール：shige-ss@nagoya-u.jp

医学部・医学系研究
科

メディカルAI人材養成産学協働拠
点

2020年夏、文部科学省から大学教育再生戦略推進費「保健医療分
野におけるAI研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェク
ト」の公募が出され、本学は岐阜大学・名古屋工業大学・名城大
学・理化学研究所とともに「メディカルAI人材養成産学協働拠点」を
提案し採択された。そして、本プログラムをAcademia-Industry
collaboration platform for cultivating Medical AI Leaders (AI-
MAILs)と命名し、大学院生・学部生・医学研究者・医療従事者・企
業研究者を対象としたメディカルAI教育プログラムを開始。「メディ
カルシンギュラリティーはメディカルプロフェッショナルが実現する」
をAI-MAILsのキャッチフレーズにしている。

担当者氏名：医学系研究科
附属神経疾患・
腫瘍分子医学研究センター
教授　大野欽司
052-744-2447
メール：ohnok@med.nagoya-u.ac.jp

医学部・医学系研究
科(保健学)

革新的シンクロトロン光ＣＴ技術に
よる次世代モノづくり産業創成

本テーマは愛知県の大型プロジェクト予算である知の拠点あいち
重点プロジェクトⅢ期(3年間合計1億79万円)に採択されており、医
療分野における生体組織や産業分野におけるソフトマテリアルを数
ミクロンの空間分解能で高コントラストにCT撮像できるX線暗視野
法の開発を知の拠点あいち・あいちシンクロトロン光センターで行っ
ている。この研究テーマに産学連携として、株式会社SOKEN
(DENSO子会社)、日本メナード化粧品株式会社、野田口理孝生物
機能開発利用研究センター准教授(グランドグリーン株式会社)らが
参画しており、従来のCTではコントラストがつかないリチウムイオン
電池や、ファンデーション、接木植物などをしている。また、病理学
分野における生体組織の3次元観察法として応用を目指しており、
様々な試料の解析や観察法の開発を行っている。

担当者氏名：医学系研究科
総合保健学専攻　准教授　砂口尚輝
052-719-1554
メール：sunaguchi@met.nagoya-
u.ac.jp

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」の活動について

高等教育研究センター(https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/)は平成
29年度から令和3年度(第1期)に文科省より教育関係共同利用拠点
「質保証を担う中核教職員能力開発拠点」の認定を受け、東海地
域～全国の大学教職員の能力開発支援を行ってきた。
この度、第1期の内部質保証のためのFD・SD活動支援を維持・発
展させるとともに、以下の３つの新たな取組を柱に加え、東海地
域、及び全国の大学の質保証を担う中核教職員の能力開発の更
なる発展を目指すため、令和4年度～令和6年度(第2期)についても
「質保証を担う中核教職員能力開発拠点」の認定を受けた。

Ⅰ　オンライン教育やハイブリッド教育等、大学教育のDXに対応す
るためのFDの開発・実施
Ⅱ　DXに伴う教育・学修方法の多様化、データ管理・分析、事務効
率化に対応するためのSDの開発・実施
Ⅲ　大学間連携教育、外部機関との連携教育における質保証・向
上に取り組むためのFD・SDの開発・実施

本事業では、第1期の重点取組である内部質保証のためのFD・SD
活動支援を、デジタルトランスフォーメーション(DX)へ対応させ、さら
に発展させることが期待できる。東海国立大学機構では、講義の教
材や研究成果などをデジタルデータ化して、将来的には市民らにも
広く開放することを目指す「デジタルユニバーシティ(DU)構想」を進
めている。本構想において構築が予定されているデジタルプラット
フォームの活用により、拠点事業を広範な対象者へ発信・普及を進
めることが期待できる。

担当者氏名：教育推進部教育企画課
052-789-2161
メール：fukui.noriko@adm.nagoya-
u.ac.jp

特筆すべき取り組み／研究／人



開催日 行事等の正式名称 概要(場所・時間・講演内容・講演者・入場料など)  連絡先及び内線番号 URL

開催中
随時更新中

バーチャルギャラリートーク

場所：オンライン
時間：開催中(随時更新)
講演者：減災連携研究センター教員
内容：減災に因んだギャラリートークをWeb配信
定員：なし
対象：一般
参加費：無料

減災館
052-789-3468

http：
//www.gensai.nagoya-
u.ac.jp/?p=14990

4月27日(火)～
11月6日(土)
(緊急事態宣言中は
臨時休館)

第27回博物館特別展「結晶展」
場所：博物館3階展示室、オンライン
時間：10：00～15：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

http：//www.num.nagoya-
u.ac.jp/exhibitions/special
/20210427.html

9月1日(水)～
30日(木)

The 17th Exhibition of ITbM Gallery
"Tapestries"

場所：ITbM1階エントランスホール
時間：9：30～19：30
対象：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
052-789-4999

https：
//www.itbm.nagoya-
u.ac.jp/itbm-gallery/

9月17日(金) 第13回予兆学研究会

場所：オンライン(zoom)
時間：15：30～17：00
講演題目：「未来社会構想2050」
講演者：木根原良樹氏(株式会社三菱総合研究所主席研
究部長)
参加費：無料

情報学研究科
附属価値創造
研究センター
特任教授　 原　邦彦
hara.kunihiko＠
k.mbox.nagoya-u.ac.jp

http：
//www.fvcrc.i.nagoya-
u.ac.jp/news/news_k.php?i
d=29

9月17日(金)
未来社会創造機構第3回脱炭素社会創
造研究会「脱炭素社会をともに考える－
地域産業･社会への影響－」

場所：オンライン(zoom)
時間：16：30～18：00
対象：東海脱炭素社会創造に関係する研究を実施・検討
中または関心をお持ちの方、一般
参加費：無料

未来社会創造機構
オープンイノベーション
推進室
beyond_co2_zero@mirai.na
goya-u.ac.jp

https：
//www.mirai.nagoya-
u.ac.jp/event/2021/08/91
7.html

9月17日(金)
未来材料・システム研究所
第6回エネルギー技術アカデミー

場所：オンライン(zoom)
時間：16：00～17：30
講演題目：「風力発電にみるイノベーションの歴史－事故
や故障から培ったこと－(仮題)」
講演者：安　茂氏(ジャパン・リニューアブル・エナジー会
長)
定員：30名
対象：高校生、学生、若手技術者、一般
参加費：無料

未来材料・
システム研究所
エネルギーシステム
寄附研究部門
052-789-：5920

http：//www.nuee.nagoya-
u.ac.jp/labs/katolab/imag
es/6th_Energy-
Technology-Academy.pdf

9月24日(金)
名古屋大学プラズマ研究60年記念
シンポジウム

場所：オンライン(zoom)
時間：13：00～17：30
参加費：無料

低温プラズマ科学
研究センター
contact@plasma.engg.nago
ya-u.ac.jp

https：
//www.plasma.nagoya-
u.ac.jp/news/event/6092
4.html#000099

9月24日(金)
高等教育研究センター
第198回招へいセミナー

場所：オンライン(zoom)
時間：15：00～17：00
講演題目：「英語で教えるオンライン授業への適応：
『ニューノーマル』時代に大学で教えるための課題と可能
性／Adjusting to the English online classroom：
Challenges and possibilities for teaching in the “new
normal”」
講演者：Philip Maclellan氏(一橋大学教授)
定員：90名
対象：一般
参加費：無料

高等教育研究センター
052-789-3534

https：
//www.cshe.nagoya-
u.ac.jp/seminar/210924_m
aclellan/

9月24日(金)
GRL連続セミナー
「コロナ禍とジェンダー」第4回

場所：オンライン(zoom)
時間：17：00～19：00
講演題目：「COVID-19と性差：海外での現状を踏まえて」
講演者：池松裕子(医学系研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

ジェンダー・リサーチ・
ライブラリ
grl@adm.nagoya-u.ac.jp

http：//www.grl.kyodo-
sankaku.provost.nagoya-
u.ac.jp/archives/1619

行事予定



9月29日(水)
岐阜大学／名古屋大学
飛行ロボット授業優秀機選抜対抗戦
「東海クライマックスシリーズ」

場所：オンライン(zoom)
時間：13：30～16：30
内容：各大学の授業で手作りされた飛行ロボットからNo.1
を決める競技会、反省会、講演
対象：一般
参加費：無料

東海国立大学機構
航空宇宙生産技術開発
センター
ipteca@gifu-u.ac.jp

https：//www1.gifu-
u.ac.jp/~ipteca/event/cli
max/

9月30日(木)、
10月8日(金)

スーパーグローバル大学創成支援事業
FDセミナー
英語による授業のための拠点セミナー

場所：オンライン(zoom)
時間：13：00～16：30
講演題目：「『英語×オンライン』の授業に備える：基礎編」
講演者：吉中昌國 氏(株式会社アルク専属グローバル人
材開発コンサルタント)
内容：英語での授業をこれから担当する教員を対象に、英
語で効果的な授業をするために必要なことについて考え、
準備の第一歩を踏み出すことを目的とする
対象：本学教員、国内の他大学教員(若干名)

高等教育研究センター
教授　加藤真紀
052-789-5693

https：
//www.cshe.nagoya-
u.ac.jp/seminar/210930_y
oshinaka/

10月2日(土)、
10月16日(土)、
11月6日(土)、
11月20日(土)

博物館連携講座
「大学博物館が語る、地球と人類のヒスト
リー」

場所：オンライン(Zoom Webinar)
時間：13：30～15：00
講演題目：「最古のビーズとホモ・サピエンス」(10/2)
講演者：門脇誠二(博物館講師)
講演題目：「3Dでのぞく 縄文時代のいのり」(10/16)
講演者：岡　智康氏(南山大学博士前期課程)
講演題目：「マコンデ彫刻をめぐって－芸術人類学の視点
から－」(10/16)
講演者：井原瑠梨氏(南山大学学芸員)
講演題目：「コンクリーションが記録する地球の歴史」
講演者：村宮悠介(環境学研究科／深田地質研究所)
講演題目：「普段着と晴れ着－中国雲南省ミャオ族(モン)
の装いの実践」
講演者：宮脇千絵氏(南山大学人類学研究所)
定員250名
参加費無料

博物館事務室
052-789-5767

http：//www.num.nagoya-
u.ac.jp/events/umls/#000
497

10月2日(土)
ジェンダー研究集会開催助成事業
「lifehistoryから考えるジェンダー不利の
蓄積性」

場所：オンライン(zoom)
時間：13：00～17：00
対象：一般
参加費：無料

ジェンダー・リサーチ・
ライブラリ
grl@adm.nagoya-u.ac.jp

http://www.grl.kyodo-
sankaku.provost.nagoya-
u.ac.jp/archives/1659

10月2日(土)
地域貢献事業「都市近郊の農業教育公
園」農業ふれあい教室 「親子農業体験－
サツマイモとラッカセイの収穫」

場所：生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セン
ター東郷フィールド
時間：10：00～12：00
対象：小学生とその保護者
参加費：無料

生命農学研究科附属
フィールド科学教育研究
センター東郷フィールド
0561-37-0200

http://www.grl.kyodo-
sankaku.provost.nagoya-
u.ac.jp/archives/1659

10月3日(日)、
10日(日)

名大研究室の扉in河合塾
第44回情報学部、第45回工学部

場所：河合塾千種校(名古屋市千種区)(10/3)、河合塾名
駅校(名古屋市中村区)10/10)
時間：14：00～16：00
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

河合塾千種校
0120-745-191
河合塾名駅校
0120-742-191

https：//www.kawai-
juku.ac.jp/event/spc/toka
i/meidai/

10月3日(日)

千葉大学ICEHAP×名古屋大学KMI
共同講演会・Q&A
「捉える・つくる－多角的に迫る宇宙の起
源－」

場所：オンライン
時間：10：00～12：15
講演題目：「南極の氷河で宇宙を捉える－ニュートリノ天
文学が成り立つまでの30年の紆余曲折」
講演者：吉田　滋氏(千葉大学教授)
講演題目：「巨大な加速器で宇宙をつくる－素粒子標準模
型を超えた新しい物理を探せ－」
講演者：吉原圭亮(素粒子宇宙起源研究所特任准教授)
内容：初期宇宙に迫る2つの代表的な大規模実験として、
南極で宇宙線を「捉える」IceCube、超大型素粒子加速器
を使って粒子を「つくる」スイスのATLAS実験や筑波の
Belle II実験を紹介
定員：500名
対象：高校生以上、一般
参加費：無料

素粒子宇宙起源研究所
研究員　南崎　梓
052-789-2896

https：//www.kmi.nagoya-
u.ac.jp/events/3930/



10月7日(木)
高等教育研究センター
第199回招へいセミナー
研究推進・支援担当者セミナー

場所：オンライン(zoom)
時間：15：00～17：00
講演題目：「研究力を測ることにどう向き合うか」
講演者：矢吹命大氏(横浜国立大学准教授／研究推進機
構 リサーチ・アドミニストレーター)
内容：研究力の調査分析業務の経験をもとに話題を提供
し、URAとして研究力を測ることにいかに向き合うべきかを
参加者と共に考える
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

高等教育研究センター
助教　齋藤芳子
052-789-5384

https：
//www.cshe.nagoya-
u.ac.jp/seminar/211007_y
abuki/

10月10日(日) 教育学部附属中学校説明会

場所：豊田講堂
時間：10：00～(1回目)、14：00～(2回目)
内容：入試概要説明、質疑応答

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更になる可
能性有り

教育学部附属中学校
副校長　佐藤俊樹
052-789-2680

10月13日(水) 第119回げんさいカフェ

場所：オンライン(zoomウェビナー)
時間：18：00～19：30
講演題目：「災とSeeing連携企画『濃尾地震から130年－
改めて内陸型地震への備えを考える』」
講演者：平井　敬(減災連携研究センター助教)
定員：500名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

http：
//www.gensai.nagoya-
u.ac.jp/?p=18901

10月14日(木)
名古屋大学スーパーグローバル大学創
成支援事業FDセミナー
英語による授業のための拠点セミナー

場所：オンライン(zoom)
時間：13：00～16：30
講演題目：「『英語×オンライン』の授業に備える：応用編」
講演者：吉中昌國 氏(株式会社アルク専属 グローバル人
材開発コンサルタント)
対象：本学教員、国内の他大学教員(若干名)

高等教育研究センター
教授　加藤真紀
052-789-5693

https：
//www.cshe.nagoya-
u.ac.jp/seminar/211014_y
oshinaka/

10月16日(土)
第17回名古屋大学ホームカミングデイ
「創基150年の歩みとその先の未来へ」

場所：オンライン
(配信アーカイブ期間：10月16日～31日)
時間：10：00～
参加費：無料
対象：卒業生、在学生、保護者等、教職員、一般

【メイン企画】
■創基150周年記念特別企画①
「名古屋大学の集い」
アンドロイドと名古屋フィルハーモニー交響楽団の初共演
渋谷慶一郎 アンドロイド・オペラ『Scary Beauty』
■創基150周年記念特別企画②
医学部講演会「ウィズコロナ・ポストコロナの医療と社会」
ウィズコロナ・ポストコロナの医療と社会は、これまでとど
のように異なるのか、解決すべき問題点は何か、第一線
で活躍する識者が講演及びパネルディスカッションを行い
ます。
■卒業生へ送る、名古屋大学の今
NU3MT～NAGOYA University 3 Minute Thesis
competition～
名古屋大学学術奨励賞を受賞した、名大を代表する博士
後期課程の学生たちによる、たった３分間に濃縮された研
究紹介グランプリをお届けします。

その他各種講演会、各学部・研究科の保護者向け行事、
同窓生向け懇談会などオンラインイベント多数実施

Development Office
(DO室)
052-747-6558

https：//hcd.adm.nagoya-
u.ac.jp/

10月16日(土)
教育学部附属高等学校
オープンキャンパス･学校説明会

場所：教育学部附属学校
時間：9：00～12：30
内容：本校の概要紹介、入試説明、体験授業、質疑応答

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更になる可
能性有り

教育学部附属高等学校
副校長　三小田博昭
052-789-2680



10月23日(土) 大学教務実践研究会セミナー

場所：オンライン(zoom)
時間：9：50～15：00
講演題目：「教務系事務部門リーダー講習会」
講演者：小野勝士 氏(龍谷大学社会学部教務課)、多畑寿
城  氏(神戸女子大学 学園サポートセンター事務部長／
学園教職支援センター長〔教職課程改革担当〕)、宮林常
崇 氏(東京都公立大学法人東京都立産業技術大学院大
学管理課長)
内容：業務経験がそれほどないけれども教務系事務部門
を管理・監督している方を主な対象として、知っておくべき
知識や考え方を身に付けるプログラムを実施
参加費：2,000円(本学構成員は無料)

高等教育研究センター
助教　齋藤芳子
052-789-5384

https：
//www.cshe.nagoya-
u.ac.jp/seminar/211023_o
no/

10月25日(月) 第169回防災アカデミー

場所：オンライン(zoomウェビナー)
時間：18：00～19：30
講演題目：「こうすれば絶対よくなる！日本経済－今求め
られるＭＭＴ、消費税凍結、そして防災－」
講演者：藤井　聡氏(京都大学教授)
定員：500名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

http：
//www.gensai.nagoya-
u.ac.jp/?p=18307

11月3日(水・祝) 博物館特別展関連「館長と巡る結晶展」

場所：博物館2階展示室
時間：13：30～15：00
定員：10名
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

http://www.num.nagoya-
u.ac.jp/exhibitions/special
/#000513

11月17日(水)
博物館野外観察園見学会・顕微鏡観察
会

場所：野外観察園、博物館実験室
時間：13：30～15：30
定員：20名
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

http://www.num.nagoya-
u.ac.jp/events/garden/#0
00514

11月30日(火)～
2月26日(土)

第40回博物館企画展「木彫り熊展」
場所：博物館3階展示室
時間：10：00～15：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

http：//www.num.nagoya-
u.ac.jp/index.html









 

 

2021 年 8 月 17 日 

【ご案内】第三回脱炭素社会創造研究会 

～脱炭素社会をともに考える：地域産業･社会への影響～ 

喫緊の社会課題の一つと位置付けられている脱炭素社会の実現に向け、東海国立大学機

構では 2021 年 4 月「脱炭素社会創造プロジェクト」を立ち上げました。 

本プロジェクトは名古屋大学と岐阜大学との連携はもとより、人社系の知も加えた文理

融合･超学際の英知を結集した取り組みを基本とし、脱炭素社会創造に資する研究開発･社

会実装の具体的な産学官連携共同研究等を創出することを目指しています。 

本日ご案内の「脱炭素社会創造研究会」は脱炭素社会に関する SDGs・環境・経済・政策・

文化等の社会課題および最新技術の世界的動向・潮流を調査・分析し、正しく理解した上で、

本プロジェクトの研究開発・社会実装の取り組みに反映させることを目的にした企画です。 

具体的には､①環境問題に対する現状の理解 ②世界経済政策の現状の理解 ③脱炭素に

向けた研究開発動向把握 ④本プロジェクトの民間企業へのＰＲと連携模索 ⑤企業ニーズ

の把握 ⑥公募へのきっかけづくり を主眼とした関係者間の意識共有および意見･情報交

換の場として実施するものです。 

今回、下記の通り「第三回脱炭素社会創造研究会」を開催しますので、興味･関心をお持ち

の方は、ぜひご参加ください。 

記 

テーマ 「脱炭素社会をともに考える～地域産業･社会への影響～」 

日 時  9 月 17 日(金) 16:30～18:00 

方 法  ZOOM オンライン開催（参加用 URL を後日メール送信します） 

対 象  脱炭素社会創造に関係する研究を実施・検討中または関心をお持ちの方、 

どなたでもご参加いただけます。 

議 題  話題提供 20 分＋Discussion15 分  

：ファシリテータ 今岡淳（名古屋大学 工学研究科 准教授） 

１） 経済界の視点における中部圏地域の脱炭素に関する取り組み 

：黒柳考司（中部経済連合会 審議役）  

２） 脱炭素社会におけるモビリティ社会のあり方（仮） 

：青木宏文（名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 特任教授 ） 

申込期限 9 月 15 日 (水)  17:00 

申込みフォーム https://forms.office.com/r/S78EMVn18r 

問い合わせ先  名古屋大学 未来社会創造機構 オープンイノベーション推進室 

Mail：beyond_co2_zero@mirai.nagoya-u.ac.jp 

 

https://forms.office.com/r/S78EMVn18r
mailto:beyond_co2_zero@mirai.nagoya-u.ac.jp


ZOOMによるオンライン開催
名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）
2階レクチャールームでもご視聴いただけます。
コロナウィルスの感染拡大状況により、オンラインのみの開催になる可能性があります。

コロナ禍と

ジェンダー

９/24 (金) 17:00 – 19:00

GRL連続セミナー

COVID-19と性差：
海外での現状を踏まえて

講師：池松裕子氏 名古屋大学大学院 医学系研究科 教授

プロフィール：専門分野-クリティカルケア看護。編著書に『看護アセス
メントスケール＆ツール』（照林社、2018）、『クリティカルケア看
護』Ⅰ・Ⅱ（メヂカルフレンド社、2011）、Acute Dysphoria: A Mood 
Alteration associated with Cardiac Tamponade, In Cardiac 
Tamponade: Epidemiology, Causes and Management (Ed. 
Cameron L. Pittman)など。
最近の研究テーマは「循環危機患者の不穏気分」「クリティカルな状態
の患者のQOL」「ICU患者に特化した褥瘡リスクアセスメントツール開
発」「特別な配慮が必要な看護学生への支援」など。

第4回

grl@adm.nagoya-u.ac.jp

9月22日までに下記のURLまたはQRコードから、
参加場所（オンラインかGRL2階レクチャールーム）を
選択し、お申し込みください。オンライン参加方法は、
前日にメールでご案内します。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ec3f3903709103

どなたでもご参加いただけます。（参加費無料、要事前申込）対 象

参加方法

お問い合わせ 名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ

開催方法

司会：和田肇氏 名古屋大学 名誉教授

第1回 3/26(金)
講師：立石直子

第2回 5/21(金)
講師： 和田肇

第3回 7/16(金)
講師： 北仲千里



 名古屋大学高等教育研究センター 第 198 回招聘セミナー  

英語で教えるオンライン授業への適応： 

「ニューノーマル」時代に大学で教えるための課題と可能性 
Adjusting to the English online classroom:  

Challenges and possibilities for teaching in the “new normal” 

  

Philip Maclellan 氏 （一橋大学経済学研究科 教授） 

2021 年 9 月 24 日（金） 15:00－17:00  
本セミナーは Zoom によるオンライン開催です。以下をご確認のうえ、お一人様１アカウントにてお申し込みください。 

・カメラ・マイクが利用可能で、高速なインターネットに接続された PC 等が用意できること 

・発言等ができる静穏な環境で参加できること 

定  員：90 名（申込締切 9 月 17 日） 

申込方法：申込フォーム（http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/form/）から必要事項をご送信ください。 

     その際にご入力頂いたメールアドレスへの返信をもって、申込完了となります。  

     参加方法は、参加申込された方に後日お知らせします。 

     ※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。 

お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-3534（セミナー専用）    
 

 

講演概要： 

新型コロナウイルスは大学教育の提供方法に思いを巡らす

新しい可能性を生み出しました。このセミナーは、講師自

身の教育実践から得られた具体的な事例を用いて、英語に

よるオンライン教育に際して直面した課題の振り返りから

始まります。次に、オンライン教育環境に不可欠な教育原

理を基に、参加者はこれらの課題を自分の教育実践でどう

克服できるかについて話し合います。 セミナーの最後には、

長期的に教育を向上させるために、オンライン学習におけ

る「自然実験」から我々はどのように学ぶかを議論します。 

Abstract： 
The novel coronavirus has caused upheaval throughout 

higher education worldwide, but while transitioning 

from face-to-face to online lesson delivery has been 

challenging, it has also created new possibilities for 

imagining how education can be delivered. How can 

learning objectives best be achieved in this new 

learning environment? The seminar will begin by 

looking back at the challenges we have faced in 

adjusting to an online educational environment, with 

specific examples provided from the presenter’s own 

teaching context. Then, following an overview of 

fundamental educational principles that are crucial to 

an online educational environment, participants will 

discuss how these challenges may be overcome in 

their own educational contexts. The seminar will end 

with a discussion of how we can learn from this 

“natural experiment” in online learning to improve 

education over the long term. 

 

使用言語：英語 

・講師は非母語話者にもわかりやすい英語を話します。 

・参加者間の議論は、日英どちらでも構いません。 

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

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/form/）から必要事項をご送信ください。


東海クライマックスシリーズ

9月29日(水)
2021年

13:30～16:30

岐阜メモリアルセンター（JR名鉄 岐阜駅から岐阜バスで20分）

航空機械系の大学や大学院進学をお考えの高・大学生、工学教育に興味のある方などどなたでも参加できます

←から事前参加予約が必要です(参加無料) お問合せ先：航空宇宙生産技術開発センター
Email: ipteca@gifu-u.ac.jp  Tel: 058-293-3714

東海地区国立２大学

飛行ロボット授業

優秀機選抜対抗戦 Tokai Climax Series of Students’ Handmade Flying Robots

Part 1 飛行ロボット競技会 各大学の飛行性能上位機体が集合!東海No.1を決定!
Part 2 飛行ロボット大反省会 全機体の全飛行動画を参加者全員で振り返ります。
Part 3 特別講演「航空機加工技術概要 ―その歴史と最近のトピックス― 」

川崎重工業㈱ 酒 井昭 仁 フェロー
内閣府：地方大学・地域産業創生交付金「日本一の航空宇宙産業クラスター形成を目指す生産技術の人材育成・研究開発」
岐阜県：航空宇宙産業生産技術人材育成・研究開発事業費補助金 の支援を受けています。

プログラム（Part 1 競技会は13:30開始です。詳しくは予約ホームページをご覧ください。)

各大学の飛行ロボット授業で学生
が作製した機体の東海No.1決定戦

主催 東海国立大学機構航空宇宙生産技術開発センター ／ 開催協力 名古屋大学全学同窓会、川崎重工業㈱ ／ 後援 岐阜県

020030KB
テキストボックス
　オンライン開催



 

  

名古屋大学スーパーグローバル大学創成支援事業FDセミナー・英語による授業のための拠点セミナー 
 

「英語×オンライン」の授業に備える：基礎編 
企画運営：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》 

 

2021年99月30日(木) 13:00－16:30 
2021年10月98日(金)  13:00－16:30  
※いずれか1日にご参加いただきます。 
スケジュールの詳細は裏面をご参照ください。 
 

講師：吉中 昌國 

株式会社アルク専属 グローバル人材開発コンサルタント 

概要 本セミナーは、英語での授業をこれから担当する教員を対象に、英語で効果的な授業をす
るために必要なことについて考え、準備の第一歩を踏み出すことを目的とし、下記内容を
提供します。 
  
・英語で授業をする際のノンネイティブ・スピーカーとしての工夫を考える 
・授業の最初のセッションで効果的に自己紹介するコツを知り、グループ内で練習を行う 
・英語で実施している授業で発言しようとしない学生への対応を考える 
 
本セミナーはZoomによるオンラインで開催します。オンライン参加が可能であることをご
確認の上でお申し込みください。 
 
オンライン参加の要件等 
・カメラ・マイクが利用可能で、高速なインターネットに接続されたPC等が用意できること。 
・発言等ができる静穏な環境で参加できること。 

対象  1）本学教員 
2）国内の他大学教員（若干名） 

お申込み  下記ウェブサイトから、必要事項を入力のうえ、お申し込みください。 
 https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/form/210930/ 

定員   各15名（他大学教員枠は、うち5名程度を予定） 
     ・応用編（10/14開催）への参加は、基礎編に参加された方を優先します。 
     ・参加希望者か多゙数の場合は、英語による授業経験年数や英語によるオンライン授業の担当

予定を総合的に勘案して、参加者を選考します。 

申込期限  9月17日（金）13時 

※ 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。 

お問合せ 名古屋大学高等教育研究センター info@cshe.nagoya-u.ac.jp 

https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/form/210930/
mailto:info@cshe.nagoya-u.ac.jp


 

英語×オンラインの授業に備える：基礎編 

【スケジュール】  両日とも同内容です。 

オリエンテーション 
 
1．授業で使う英語とは？ 
 

 
 
・ノンネイティブとしての心構え 
・ブロークン・イングリッシュは通じるか？ 
 
ノンネイティブ・スピーカーとしての英語の弱点を、今持っている英語力を使っ
てカバーする方法を考えます。同時に、ノンネイティブ・スピーカーである学生
への配慮についても考えます。また、英語文法におけるメイジャー・エラーとマ
イナー・エラーの違いについて知り、発話に役立てます。  
 

2．最初のセッション ・自己紹介をする 
・専門分野を選んだ理由を語る 
 
講座の最初のセッションを想定し、自分自身と自分の専門分野について話す練習
をします。学生のやる気を高めるために、教員の個性を見せ、情熱を開示します。 

3．学生を巻き込むコツ ・静かな学生に発言させる工夫は？ 
・学生が発言しない理由 
・学生のやる気を促す誉め言葉 
 
英語で実施している授業で発言しようとしない学生にはいくつかの理由がありま
す。それぞれの理由に対応するための工夫を考えます。また、学生のやる気を高
めるために返すひと言表現のリストを作ります。 

吉中 昌國  
カリフォルニア大学バークレー校で社会学修士号取得。外国人講師のマネージャーを長年務め、企業でのグローバ
ル人材開発コンサルタントとして活躍。 
アメリカの大学についての豊富な知識と体験を基に、多くの国立大学でFD研修を担当。インスタラクティブで丁
寧な指導に定評がある。 





開催方法

ZOOMによるオンライン開催
名古屋大学ジェンダー・リサー
チ・ライブラリ（GRL）2階レ
クチャールームでもご視聴いた
だけます。
コロナウィルスの感染拡大状況によ
り、オンラインのみの開催になる可能
性があります。

対象

開催日時
13：10－14：00

Life‐historyから考える
ジェンダー不利の蓄積性

9月30日までに下記のURLまた
はQRコードから、お申し込みくださ
い。オンライン参加方法は、前日に
メールでご案内します。

https://ssl.form-
mailer.jp/fms/b9f86c857
14504

どなたでもご参加
いただけます。
（参加費無料）

２０２１年
10月2日（土）
13:00－17:00

三具淳子氏

立教大学社会福祉研究所
研究員

「妻の離職・就職は夫
婦関係のなかでいかに
意味づけられ、どのよう
に実践されているか」

14：00－14：30

孫詩彧氏

名古屋大学男女共同参画
センター 研究員

「共働き夫妻の役割分
担は子どもの誕生でどの
ように変化するか」

14：40－15：30

15：30－16：00

16：10－16：40

16：40－17：00

吉中季子氏

神奈川県立保健福祉大学
准教授

「シングルマザーと公的
年金：加入実態から見
えてくること」

張思銘氏

北海道大学大学院教育学院
博士後期課程

「高齢期シングルマザー
の生活費：収入と支出
状況からみて」

パネルディカッション

質疑応答とまとめ

お問い合わせ
名古屋大学
ジェンダー・リサーチ・ライブラリ
grl@adm.nagoya-u.ac.jp 

本研究は若手研究「家事分担をめぐる調整：未就学の第１子を持つ夫妻
のペアデータを用いた実証研究」（課題番号21K13413）の一部です。
また、研究集会開催費の一部には名古屋大学GRLジェンダー研究集会助
成金を充てています。

司会 保田真希氏

北翔大学短期大学部 講師

参加方法



地域貢献事業「都市近郊の農業教育公園」 

農業ふれあい教室 
「親子農業体験－サツマイモとラッカセイの収穫」 

 

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育

研究センター東郷フィールドでは、土、作物とふれあい、親子で農業を体験・学習する機

会として、農業ふれあい教室「親子農業体験―サツマイモとラッカセイの収穫」を開催

します。 

 

 

開催日時： 令和 3年 10月 2日（土） 

 午前 10時 00分～12時 00分（詳細は下記のとおり） 

 

開催場所： 〒470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字畑尻 94 

 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院生命農学研究科 

 附属フィールド科学教育研究センター東郷フィールド 

 http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~u-farm/ 
 

対 象： 小学生とその保護者 

 

定 員： 15家族 

 

参加費： 無料 

 

申込及び問合せ先： 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院生命農学研究科 

 附属フィールド科学教育研究センター東郷フィールド 事務室 

 TEL: 0561-37-0200 

 メール：takatsuka.toshio@（@の後に adm.nagoya-u.ac.jp） 

 

申込期間： 令和 3年 9月 6日（月）～9月 15日（水）  

 定員になり次第、締め切らせていただきます。 

 

申込方法： 参加をご希望の方は、参加者氏名（ふりがな）、学校名・学年、参加保護者

氏名、連絡先（住所、電話、電子メールアドレス）を明記の上、電子メール

によりお申し込みください。 

 

学習内容： 

＊ 東郷フィールドの紹介 

＊ サツマイモ・ラッカセイのでき方の観察 

＊ サツマイモ・ラッカセイ掘り 

 

その他：当日は、農作業のできる服装でお越しください。 

新型コロナウイルス感染拡大状況により中止となる場合があります。 

 

主催：国立大学法人東海国立大学機構 

   名古屋大学大学院生命農学研究科 

   附属フィールド科学教育研究センター 

   東郷フィールド 



※今後内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

心の発達支援研究実践センター
教育発達科学研究科

講演会日時 学部 会場講師

教  授

教  授

教  授

教  授

講  師

講  師

法学研究科

医学系研究科

多元数理科学研究科

情報学研究科

工学研究科

河合塾　名駅校

河合塾　千種校

河合塾　千種校

河合塾　名駅校

河合塾　千種校

河合塾　名駅校

 6月 27日 ●日

 7月 4日 ●日

 9月 5日 ●日

 9月 12日 ●日

 10月 3日 ●日

 10月 10日 ●日

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

法学部

教育学部

理学部

情報学部

工学部

宮木　康博

永田　雅子

山田　純生

植田　好道

浦田　真由

野呂　篤史

第40回

第41回

第42回

第43回

第44回

第45回

みや  き　　   やすひろ

なが  た　　　まさ  こ

やま  だ　　　すみ  お

うえ  だ　　　よしみち

うら  た　　　 ま    ゆ

 の　 ろ　 　  あつ  し

医学部
（保健学科）

年間スケジュール　※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に配慮して行います。また、今後の状況により中止になる場合もございます。

行 き た い 想 い が 加 速 す る

名大研究室の 扉  in 河合塾

第44回
情報学部

日　　時：10月3日●日  14：00～16：00
会　　場：河合塾 千種校

情報通信技術がもたらす
                     未来社会とは

講 演 者：浦田 真由 講師 （情報学研究科）
うらた　   まゆ

大学院生：・知能システム学専攻（情報学、データベース）
 ・複雑系科学専攻（人工生命・生態音響）

講演内容

内　容
①名大教員による最先端研究についての講演（約50分）
②大学院生による大学生活や研究についての講演（約40分）
③講演者や大学院生と参加者による懇談会（約25分）

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、デジタル
化による変革への関心が一気に高まりました。2021
年9月にはデジタル庁が設置され、国・都道府県・自治
体が一体となった行政デジタルプラットフォームの構
築が検討されています。
本講演では、実社会における情報通信技術（ICT）
利活用を促進するために、産官学連携プロジェクトと
して取り組んできた、オープンデータ推進、データ連
携・利活用等の事例を紹介し、未来のデジタル社会
をどのようにデザインしていくべきなのか、皆さんと一
緒に考えてみたいと思います。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

2021年度　第44回 情報学部

参加無料 要申込
※河合塾生以外の方でも
ご参加いただけます。

申込方法

当日のご案内

Web インターネット申込

お問い合わせ先

共催：国立大学法人 名古屋大学・学校法人 河合塾

受付開始：6月1日（火）

●当日はマスクの着用をお願い致します。 ●会場は、校舎ロビー等の掲示板にてお知らせします。 
●事前にお申し込みでない方は、入場をお断りします。 ●筆記用具をご持参ください。
●講演開始10分前までに会場へお入りください。 ●ご来塾の際は、公共交通機関をご利用ください。

「個人情報の保護に関する事項」について 河合塾グループは、ご記入いただい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
・お申し込み手続き、および確認の連絡
・円滑なイベントの受付および当日の運営
・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、

および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
なお、記入された「カナ氏名」「生年月日」などの項目を利
用して、河合塾グループが主催する講習、模擬試験、イ
ベントなどへのご参加の履歴情報と結びつけ、進学や進
路選定、および学校生活にお役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
個人情報の提供は任意です。ただし、提供されない個人
情報がある場合、左記①の利用目的に記載の諸手続や
処理、またサービス提供など支障が生じる場合があります。
あらかじめご了承ください。

③個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申
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。

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。共同利用する法人の範囲は河合塾グ
ループホームページをご覧ください。
www.kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

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、個人情報を当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
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。

●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。

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

河合塾　名大研究室の扉

Web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
ご同意いただいたうえでお申し込みください。

0120-745-191（受付時間10：00～18：00）
河合塾  千種校 〒464-8610　名古屋市千種区今池2-1-10

至多治見

JR中央本線

至金山

地下鉄千種駅地下鉄千種駅

JR千種駅JR千種駅
河合塾千種ビクトリーブリッジ

至
藤
が
丘

至
久
屋
大
通

至 

栄

地下鉄桜通線地下鉄桜通線

千種ターミナルビル
地下鉄東山線地下鉄東山線

千種校

地下鉄車道駅地下鉄車道駅

河合塾マナビス千種校

K-pro 千種教室
KAWAIJUKU English School

河合塾ドルトンスクール

河合塾美術研究所

21-C52-326



2014～2020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。

模擬試験

共同制作

『名大魅力発見BOOK』を手に入れよう！
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。

河合塾　名大魅力発見BOOK

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 河合塾　イベントレポート

過去の「名大研究室の扉in河合塾」の様子

懇談会での質問（抜粋）
参加者の感想（抜粋）

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。

2021年度　名大入試オープンについて

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。

「名大入試オープン」（年2回実施）＋
                                スクーリング（解説講義）

第1回 名大入試オープン：  8月15日（日）実施
第2回 名大入試オープン：11月14日（日）実施

河合塾は新型コロナウイルス

感染防止対策も万全。

安心してお通いください。

公式YouTubeチャンネルにて
̶公開中̶

東海地区HPから
ご覧ください

新型コロナウイルス感染予防について

第44回 情報学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
2011年 名古屋大学大学院情報科学研究科 博士後期課程修了。
2011年 日本学術振興会 特別研究員（PD）。
2011年 名古屋大学大学院国際開発研究科 助教。
2017年 名古屋大学大学院情報学研究科 講師。
専門は、情報社会設計論、および社会情報学、観光情報学。自治体や企業、地域コ
ミュニティと連携し、地域の活性化や情報化を促す実践的な研究を展開。2017年よ
り総務省地域情報化アドバイザー、2019年より内閣官房オープンデータ伝道師に
任命され、自治体におけるオープンデータ推進やICT利活用を実践的に進めている。

情報通信技術を活用して社会課題を解決することで、だれもが暮らしやす
い社会をデザインすることをめざし、産官学連携による実践的な研究を行っ
ています。

フィールドでのヒアリング調査を通じて、利用者視点での課題解決方法を提
案するようにしていますが、実社会が対象ということもあり、様 な々要因で上手く
いかない時もあります。その反面、想像した以上の結果が得られることもあるた
め、私達の分野は「実際にやってみないと分からない」という面白さがあります。

最新のデータを高速に分析したいという社会的要求の高まりに伴って、
データベースには高速な読み書きが求められるようになってきています。しか
し、従来のデータベース処理は「大量のデータ更新を高速に処理する分
野」と「蓄積された大量のデータを効率的に分析する分野」の２つに分かれ
ており、データを高速に処理しながら高速に分析を行うということが困難でし
た。そこで、私はこれらの両立を可能にするデータベース向けの索引構造の
研究を行っています。                           （名古屋大学 情報学部出身）

情報学部に入りたいと考えていたので、

とても参考になり、名大に入りたい

という気持ちが

一層強まりました。

情報学部は様々な分野に関連した

研究をしていると知り、興味が

湧きました。（高2生）

具体的な研究内容や大学院に

進学するに至る経緯を

なかなか聞く機会はないので、

とても良かったです。

浦田 真由講師 研究トピックス

大学院生 知能システム学専攻（情報学、データベース）研究内容 大学院生 複雑系科学専攻（人工生命・生態音響）研究内容

（高1生）

（高卒生）

（高3生）

ウグイスは「ホーホケキョ」と鳴きますが、彼らは状況に応じて異なるホーホ
ケキョを使い分けているのを知っていますか？私たち人間と同じように、鳥たち
も音声を様々に利用してコミュニケーションすることで社会が成り立っていま
す。我々の研究室では、進化する仮想生物の集団や、オンラインで話し合う
人の集団など、たくさんの要素が相互作用することで新しい構造や機能が生
じる「創発現象」の理解をめざして、日々研究しています。今回は、鳥たちの鳴
き声を介した相互作用の理解を取り上げ、スマートスピーカに使われるAI技
術や情報学の力を使って鳥たちのおしゃべりを観測する試みについてお話し
します。　　　                        　　（名古屋大学 情報文化学部出身）

情報学部で実際に

何をやっているか

知らなかったのですが、

今回の講演で知り、

勉強へのモチベーションを

あげることができました。（高3生）

院生の方の話を聞いて、

様々な分野で情報学が

社会に活躍していることが

分かりました。（高卒生）

懇談会では、調べても

わからなかったことを質問

することで理解することが

できました。

●プログラミングに興味があるが、
入学までに必要なスキルは
あるか

●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

●他学部との交流はあるか
●独立した情報学部のある

名古屋大学と情報学科が工学部
の一学科として設置されている
他大学との違い

●研究の結果証明されたことで
実用化されたこと

●院試について
　　　　　　　　　       etc...





 名古屋大学高等教育研究センター 第 199 回招聘セミナー  

研究力を測ることにどう向き合うか 

矢吹 命大 氏  
（横浜国立大学大学戦略情報分析室 准教授／研究推進機構 リサーチ・アドミニストレーター） 

） 

講演概要 URA 業務の一つに位置づけられる「研究力の調査分析」は、URA 活動はもとより、今

日求められるエビデンスに基づく大学経営を支えるものとしてもますます重要なものと

なっている。 

しかし、研究力の分析・評価の中心となる定量的指標を巡っては、研究活動が複雑な営

みであるために容易に定量化できないという問題が生じるのも確かである。 

本セミナーでは、研究力の調査分析業務の経験をもとに話題を提供し、URA として研究

力を測ることにいかに向き合うべきかを参加者と共に考えたい。 

 

本セミナーは Zoom によるオンライン開催です。 

・マイクが利用可能で、高速なインターネットに接続された PC 等が用意できること 

・発言等ができる静穏な環境で参加できること 

以上をご確認のうえ、お一人様１アカウントにてお申し込みください。 

 

2021 年 10 月 7 日（木） 15:00－17:00  

申込方法：下記セミナー参加申込フォームから必要事項をご記入ください。その際にご入力頂いたメール

アドレスの返信をもちまして、申込完了となります。 

https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/form/ 
 

定  員：100 名（申込締切 10 月 4 日） 
 

参加方法：後日参加申込された方にお知らせします。 

 

○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。 

 

お問合せ先：info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-3534（セミナー専用）  

名古屋大学高等教育研究センター 第 199 回招聘セミナー  

研究推進・支援担当者セミナー 

学生支援担当者セミナー 

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



※今後内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

心の発達支援研究実践センター
教育発達科学研究科

講演会日時 学部 会場講師

教  授

教  授

教  授

教  授

講  師

講  師

法学研究科

医学系研究科

多元数理科学研究科

情報学研究科

工学研究科

河合塾　名駅校

河合塾　千種校

河合塾　千種校

河合塾　名駅校

河合塾　千種校

河合塾　名駅校

 6月 27日 ●日

 7月 4日 ●日

 9月 5日 ●日

 9月 12日 ●日

 10月 3日 ●日

 10月 10日 ●日

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

法学部

教育学部

理学部

情報学部

工学部

宮木　康博

永田　雅子

山田　純生

植田　好道

浦田　真由

野呂　篤史

第40回

第41回

第42回

第43回

第44回

第45回

みや  き　　   やすひろ

なが  た　　　まさ  こ

やま  だ　　　すみ  お

うえ  だ　　　よしみち

うら  た　　　 ま    ゆ

 の　 ろ　 　  あつ  し

医学部
（保健学科）

年間スケジュール　※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に配慮して行います。また、今後の状況により中止になる場合もございます。

行 き た い 想 い が 加 速 す る

名大研究室の 扉  in 河合塾

第45回
工学部

日　　時：10月10日●日  14：00～16：00
会　　場：河合塾 名駅校

化学でマテリアルイノベーション

講 演 者：野呂 篤史 講師
 のろ      あつし

大学院生：・物理科学専攻（物性物理学）
 ・物質プロセス工学専攻（結晶工学）

講演内容

内　容
①名大教員による最先端研究についての講演（約50分）
②大学院生による大学生活や研究についての講演（約40分）
③講演者や大学院生と参加者による懇談会（約25分）

（工学研究科）

人工知能（AI）や、モノのインターネット（IoT）等によ
る自動化技術の発展によって、我々の生き方、働き方
が大きく変わろうとしています。その一方で、自動化技
術を支える材料の革新、いわゆるマテリアルイノベー
ションが求められています。私はプラスチックやゴムなど
として知られる「高分子（ポリマー）」というひも状分子
からなる材料を扱っており、材料革新への切り口として、
「非共有結合」という弱い結合を用いた化学の研究を
進めてきました。今回のお話では化学によって材料革
新をめざす私の研究のいくつかを紹介しようと思います。

共催

中学生・
高校生・高卒生
保護者様対象

2021年度　第45回 工学部

参加無料 要申込
※河合塾生以外の方でも
ご参加いただけます。

申込方法

当日のご案内

Web インターネット申込

お問い合わせ先

共催：国立大学法人 名古屋大学・学校法人 河合塾

受付開始：6月1日（火）

●当日はマスクの着用をお願い致します。 ●会場は、校舎ロビー等の掲示板にてお知らせします。 
●事前にお申し込みでない方は、入場をお断りします。 ●筆記用具をご持参ください。
●講演開始10分前までに会場へお入りください。 ●ご来塾の際は、公共交通機関をご利用ください。

「個人情報の保護に関する事項」について 河合塾グループは、ご記入いただい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
・お申し込み手続き、および確認の連絡
・円滑なイベントの受付および当日の運営
・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、

および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
なお、記入された「カナ氏名」「生年月日」などの項目を利
用して、河合塾グループが主催する講習、模擬試験、イ
ベントなどへのご参加の履歴情報と結びつけ、進学や進
路選定、および学校生活にお役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
個人情報の提供は任意です。ただし、提供されない個人
情報がある場合、左記①の利用目的に記載の諸手続や
処理、またサービス提供など支障が生じる場合があります。
あらかじめご了承ください。

③個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申
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。

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。共同利用する法人の範囲は河合塾グ
ループホームページをご覧ください。
www.kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

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、個人情報を当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
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。

●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。

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

河合塾　名大研究室の扉

Web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
ご同意いただいたうえでお申し込みください。

0120-742-191（受付時間10：00～18：00）
河合塾  名駅校 〒453-0015　名古屋市中村区椿町1-12
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2014～2020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。

模擬試験

共同制作

『名大魅力発見BOOK』を手に入れよう！
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。

河合塾　名大魅力発見BOOK

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 河合塾　イベントレポート

過去の「名大研究室の扉in河合塾」の様子

懇談会での質問（抜粋）
参加者の感想（抜粋）

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。

2021年度　名大入試オープンについて

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。

「名大入試オープン」（年2回実施）＋
                                スクーリング（解説講義）

第1回 名大入試オープン：  8月15日（日）実施
第2回 名大入試オープン：11月14日（日）実施

河合塾は新型コロナウイルス

感染防止対策も万全。

安心してお通いください。

公式YouTubeチャンネルにて
̶公開中̶

東海地区HPから
ご覧ください

新型コロナウイルス感染予防について

第45回 工学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1978年三重県松阪市生まれ（松阪高校卒）。
2002年名古屋大学工学部卒業。大学院に進学し、2006年名古屋大学大学院
工学研究科で博士後期課程を修了。
米国ミネソタ大学に留学し、2007年より名古屋大学大学院工学研究科・助教、
2011年に米国マサチューセッツ工科大学に短期留学し、2017年より現職。
2020年からは名古屋大学未来社会創造機構マテリアルイノベーション研究所・
講師を兼務。

プラスチック成分とゴム成分とを分子レベルで結合させたポリマーは、自動車
の内装・外装部材、湿布薬、両面テープなど、加工性に優れたゴム材料として用
いられています。このようなポリマー材料に、共有結合と比較して相対的に弱い
結合である非共有結合を組み入れることで、材料を強靭化できることを明らかに
しています。また、ポリマーと強酸との間で引力相互作用が生じるように分子設
計することで、強酸が浸み込んだポリマー膜を作製しており、次世代燃料電池で
の利用が期待されています。

ミクロな電子の振る舞いを記述する量子力学は、スマートフォン等、我々の生活
の至る所で利用されています。磁性と超伝導は、この量子力学に基づいた電子の
振る舞いによって引き起こされる物理現象であり、電気自動車のモーターや、磁気
メモリ、リニアモーターカーなどに用いられています。磁性と超伝導は、これまで、そ
れ単体での性質が利用されてきましたが、近年では、それらを組み合わせることで、
量子コンピューティング等に向けた新しい機能を生み出せることがわかってきまし
た。私の研究では、ナノレベルで制御した磁性/超伝導ヘテロ構造において、電
子スピンに着目し、その相互作用の解明を目標としています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋大学 工学部出身）

●工学部の女子の割合について
●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
●プレゼンテーションや
　学会の頻度
●他大学との交流は
　あるか
●高校生のときにやっておけば
　良かったこと
●院試について
　　　　　　　　　etc...

野呂 篤史講師 研究トピックス

大学院生 物質科学専攻（物性物理学）研究内容 大学院生 物質プロセス工学専攻（結晶工学）研究内容
IoTやAIを利用したサービスやものづくりが注目されており、近い将来、熱、

温度、音、映像といった様々な情報収集のために、至る所に電子機器が設
置され、得られた情報をもとに、AIがあらゆるものを予測、判断する未来が
やってきます。一方で、電子機器の共通の課題として発熱があります。熱は、
機器のパフォーマンス、寿命、安全性の低下を引き起こすため、熱を効率よ
く逃がすことが必須となります。我々の研究グループでは、効率よく熱を逃
がすための新材料の研究開発を行っており、その合成に成功しています。
加えて、すでに顕在化している発熱問題の解決のために、ベンチャー企業
を立ち上げています。                              （名古屋大学 工学部出身）

（中学生）

（高2生）

勉強するモチベーションが持てました。

大学に入ってから、何を学ぶべきか

考えさせられる良い機会に

なりました。（高卒生） 大学院どころか大学すら

具体的なイメージが

湧かなかったので、進路を

決めるうえで大変参考に

なりました。（高1生）

学部の説明や研究内容、院生の

研究内容の説明がわかりやすくて

ためになりました。     （高3生）

大学内のことなど、

学生視点から

よくわかりました。
                 （小学生）

企業と連携したり、

自分が思っている以上の

スケールでおどろきました。

特に工学でも医療関係があることに

おどろきました。（高卒生）

工学の中だけでも沢山の

専門分野があって興味深かった。

工学部に入りたいといっても

学科はいくつもあり、個々に対する

イメージは薄かったので、具体的な

話を聞けて非常にためになりました。



 

  

名古屋大学スーパーグローバル大学創成支援事業FDセミナー・英語による授業のための拠点セミナー 

「英語×オンライン」の授業に備える：応用編 
企画運営：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》 

 

2021年10月14日(木)  13:00－16:30  
スケジュールの詳細は裏面をご参照ください。 
 
 
 
 
 

講師：吉中 昌國 

株式会社アルク専属 グローバル人材開発コンサルタント 

概要 本セミナーは、英語での授業をこれから担当する教員を対象に、英語でより効果的に授業
を実施するための工夫を考えることを目的とし、下記内容を提供します。 
 
・学生にとって聞きやすく分かりやすい発話スピードと文体について考える 
・最初のセッションでその授業の重要さを学生に効果的に伝えるための練習を行う 
・学生のレポートなどに対して、その長所と短所の両方を肯定的に伝える練習を行う 
・留学生の不思議な言動の背後にある文化的規範や価値観について考える 

 
本セミナーはZoomによるオンラインで開催します。オンライン参加が可能であることを
ご確認の上でお申し込みください。 
 
オンライン参加の要件等 
・カメラ・マイクが利用可能で、高速なインターネットに接続されたPC等が用意できること。 
・発言等ができる静穏な環境で参加できること。 

対象  1）本学教員 
2）国内の他大学教員（若干名） 

お申込み  下記ウェブサイトから、必要事項を入力のうえ、お申し込みください。 
 https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/form/211014/ 

定員   15名（他大学教員枠は、うち5名程度を予定） 
     ・応用編への参加は、基礎編に参加された方を優先します。 
     ・参加希望者か多゙数の場合は、英語による授業経験年数や英語によるオンライン授業の担

当予定を総合的に勘案して、参加者を選考します。 

申込期限  9月24日（金）13時 

※ 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。 

お問合せ 名古屋大学高等教育研究センター info@cshe.nagoya-u.ac.jp 

https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seminar/form/211014/
mailto:info@cshe.nagoya-u.ac.jp


 

英語×オンラインの授業に備える：応用編 

【スケジュール】   

オリエンテーション 
 
1．英語の分かりやすい 

話し方 
 

 
 
・効果的な発話スピードと文体とは？ 
 
学生にとって理解しやすい発話スピードを具体的に知り、そのスピードで話す
練習を行います。また、学生にとって分かりやすい文体の特徴についても考え
ます。 

2．学生のやる気を高める 
コツ 

・フック（興味を引く仕掛け） 
・授業の重要さを伝える 
 
それぞれが自分の授業で行っているフックを共有し、互いの参考にします。さ
らに、授業の重要さを academic, professional, personal の３つの角度から話
す練習を行います。 

3．より効果的な授業の 
ために 

 

・肯定的なフィードバックを与える方法 
 
学生のレポート、実験ノート、プレゼンテーションなどに対して効果的にフィー
ドバックするためのコツを知り、ローププレイで練習します。 

4．学生の多様性に対応 
するコツ 

・文化の多層構造（文化の島モデル） 
・留学生への対応（ミニ・ケース分析） 
 
留学生は自分の文化の規範や価値観を持っています。そんな文化の違いに気づ
き、不要な誤解を賢明に避け、適切に対応するための工夫を、４つのミニ・ケー
スを通して考えます。（４つの文化は選択可能です。） 

吉中 昌國  
カリフォルニア大学バークレー校で社会学修士号取得。外国人講師のマネージャーを長年務め、企業でのグロー
バル人材開発コンサルタントとして活躍。 
アメリカの大学についての豊富な知識と体験を基に、多くの国立大学でFD研修を担当。インスタラクティブで丁
寧な指導に定評がある。 



第 169 回名古屋大学防災アカデミー

今日本は長引くデフレの中でコロナ禍によってさらなる不況に陥り、結果、防災投資を始めとした
未来への投資が大幅に滞っている。これが日本をさらに災害等のあらゆる危機に対する脆弱化をも
たらしている。この現状を打開するためには今、ＭＭＴ（現代貨幣理論）が描写する貨幣とは何かの
正しい理解に基づいた徹底的な政府支出、そして消費税凍結による日本復活計画が必要である。

藤井 聡
京都大学大学院工学研究科教授

18:00-19:30

 2021
10/25 月

こうすれば絶対よくなる！日本経済
～今求められるＭＭＴ、消費税凍結、そして防災～

◆開催形式：zoomウェビナー
◆参加費：無料
◆申込方法：
下記URL またはQRコードよりお申込みください。
ご登録いただきましたメールアドレス宛に参加方法
をご案内します。
◆申込URL：https://forms.gle/KkRkntdSpjenWTvj8
◆申込期限：2021 年 10 月 25 日（月）正午まで

主催：名古屋大学減災連携研究センター
問い合わせ：防災アカデミー担当
MAIL: inquiry-academy@gensai.nagoya-u.ac.jp
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