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1第2回名古屋大学ホームカミングデイの開催について（リーフレット）   

2 名古屋大学基金について（リーフレット）   

3 平成18年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブの採択について（資料1）   

4 工学研究科附属プラズマナノ工学研究センターの設置について（資料2）   

5 赤崎記念研究館について（資料3）  

6 各種協定等について（資料4）   

7 今後の本学の行事予定（資料5）   

8 その他  

次回開催日について   



資料1  

H18．7．25  

平成18年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ  
に採択される  

「魅力ある大学院教育」イニシアティブは，現代社会の新たなニーズに応えられる創造  

性豊かな若手研究者の養成機能の強化を図るため，大学院における意欲的かつ独創的な研  

究者養成に関する教育取組に対し，重点的な支援を行うことにより，大学院教育の実質化  

（教育の課程の組織的展開の強化）を推進することを目的として，平成17年度から文部  

科学省の新規事業として開始されたものである。   

今年度も昨年度に引き続き，多くの国公私立の各大学から大学院教育の実質化に向けた  

意欲的な教育プログラム268件（人社系69件，理工農系139件，医療系60件）の  
応募があり，「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会（委員長：石 弘光中央大学  

総合政策学部特任教授，独立行政法人日本学術振興会に事務局を置く）において審査が行  

われ，本学を含む46件（人社系16件，理工農系19件，医療系11件）が採択された。   

（平成18年度）  

研究科名   専攻名   教育プログラム名称   申請区  

分   職 名  氏 名   

文学研究科  人文学専攻  人文学フィールドワーカ養成  人社系  教授   周藤芳幸   

プログラム  

環境学研究科  社会環境学  社会環境学教育力リキュラムの  人社系  教授   溝口常俊  

専攻   構築  （専攻長）   

以上 2件  
※プログラムの概要等は別紙のとおり。   



平成18年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ  
教育プログラム及び審査革果の概要  

◇「l．申請分野（系）」～「6．履修プロセスの概念図」：大学からの計画調書（平成柑年4月現在）を抜粋  

機関名  名古屋大学  整理番号  

1．申請分野（系）  人社系  

2．教育プログラムの名称  人文学フィールドワーカー養成プログラム  

主なものを左から順番に記入（3つ以内）   

人文学  
3．関連研究分野（分科）   

（細目・キーワード）  
主なものを左からl晩春に記入（5つ以内）  

（文学、史学、哲学、言語学、芸術学）  

（主たる研究科・専攻名）  

文学研究科人文学専攻（博士前期課程）  

文学研究科人文学専攻（博士後期課程）  

研究科長（取組代表者）の氏名  
4．研究科・専攻名   

及び研究科長名  

（［］書き儲区分を記入、   

複数の専攻で申請す竃場合は、   

全ての研究科・専攻を記入）  

町田 健  

（その他関連する研究科・専攻名）  

5．本事業の全体像（わかりやすく、具体的に記入してください。）  

5－（1）本事業の大学全体としての位置付け（教育研究帯動の充実を図るための支援・措置について）  

名古屋大学は、研究と教育の創造的な活動を通じて「世界屈指の知」を創生し、「論理的思考力と想像力  

に富んだ勇気ある知識人」を育てることを使命としている（名古屋大学学術憲章）。たゆまぬ努力を積み重ね  

て、豊かな文化の普及と科学技術の発展に貢献し、既存の権威にとらわれない自由・闊達で批判的な精神  

に富む学風を築い 

この学風の上に、本学は、従来の専門に基づく領域型8研究科の拡充（大学院重点化）を行った。また、  

国際化や環境問題など時代の主－ズに即応する学際的な研究を目指し、文理融合型を中心とする5研究  

科（独立大学院）を新設した。「中期計画」に、「領域型分野及び文理融合型分野の専門教育の充実」を掲  

げ、大学院教育の実質化に努めている。   

本学は現在、大学院生の1、4％（平成17年度）が留学生であり、国療的な通用性をもつ高い質の大学院教  

育を目指している。本事業の推進については、ノーベル賞の受賞者3名を含むインターナショナルアド／くイ  

ザリーボード（国際諮問委員会）で厳正な評価を受けつつ、大学として強力に支援することを期している。   



機関 名  名古屋大学  

5－（2）これまでの教育研究活動の状況（これまでの改善点と、今後の課題について）  

文学研究科人文学専攻は、創設以来中部圏における基幹的な教育研究拠点として、人文学の諸分野に  

優秀な人材を輩出してきた。とりわけ平成14年度からは、21世紀COEプログラム「統合テクスト科学の構  

築」の推進を通じて、研究の目覚しい高度化と国際化を図りつつある。教育面では、平成17年度に研究科  

が養成する人材を「人文学的な知の伝続に立脚することで現代社会の課題に立ち向かう足腰の強い研究  

者」と位置づけ、博士後期課程における「特別研究」の必修化、国際的に活躍し本研究科と交流実績のある  

研究者から構成される外部支援組織（アカデミbクーアドヴアイジング■コミツテイ）の設置準備など、この理念  

を実現するための具体的なシステム改善に着手している。   

しかし、文学研究科は伝統的に研究の対象となる領域（専門）を単位として組織編制され、教育のプロセス  

も概ね各専門の判断に委ねられてきた結果、ともすれば蛸壷的な閉塞状況のなかで学位論文を修業年限  

内に完成できないケースも見られろことは事実である。一方で、本研究科は、文学、歴史、思想などの領域  

にわたって、広義のフィールドワークという方法論を共有するスタッフを擁しており、領域ではなく方法によっ  

て通算する効果的な教育システムの確立が喫緊の課題となっている。  

5－（3）魅力ある大学院教育への取組・計画（5－（2）を踏まえた大学院教育の実質化（教育の課程の組織的展開の強化）のため  

の具体的な教育取組、発展的展開のための計画、及びこの取組によって改善が期待される点について） 

［大学院教育の実質化］博士前期課程では、個別専門分野の特性を考慮しながらも、人文学へのより広い  

パースペクティヴを備えた研究者を養成するために、構造化されたコース・ツリーを設定する。また、博士後  

期課程では、課程博士論文提出のための前提となる単位認定論文に発展的な段階を設け、論文提出への  

研究の構築的なプロセスを明確化するとともに、新たに導入された「特別研究」の履修と複数教員による指  

導を通じて、論文完成までの自発的な研究活動をきめ細かく支援する。  

［発展的展開のための計画］従来の専門領域にもとづく履修コースに加えて、伝統的な学問の成果を継承  

しながらも自らの足を使って現場の知を体系化することのできる「人文学フィールドワ⊥カー」を養成する5年  

一貫の履修コースを設定し、「領域」から「方法」へという教育組織の改革を実現する。  

［改善が期待される点］人文学フィールドワーカー養成コースを主軸として教育課程を再編することにより、  

研究科のミッションに即した人材の養成をより効率的に行うことができる。   





平成18年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ  
教育プログラム及び審査結果の概要  

◇「1．申請分野（系）」－「¢．履修プロセスの概念図」：大学からの計画調書（平成18年4月現在）を抜粋  

機関名  名古屋大学  整理番号  

1．申請分野（系）  人社系  

社会環境学教育カリキュラムの構築  

（専門性に裏付けられた環境実務家養成プログラム）  
2．教育プログラムの名称  

主なものを左から恨番に記入（3つ以内）  環境学  
3．関連研究分野（分科）   

（細目・キーワード）  
主なものを左からl晩番に記入（5つ以内）  

（環境活動、環境と社会、合意形成）  
（主たる研究科・専攻名）   

環境学研究科社会環境学専攻［博士前期課程］   

環境学研究科社会環境学専：攻［博士後期課程］  

研究科長（取組代表者）一の氏名  

林良嗣  

（その他関連する研究科・専攻名）  

5．本事業の全体像（わかりやすく、具休的に記入してください。）  

511）本事業の大学全体としての位置付け（教育研究活動の充実を図るための支援・措置について）   

名古屋大学は、研究と教育の創造的な活動を通じて「世界屈指の知」を創生し、「論理的思考力と想像力に富  

んだ男気ある知識人」を育て畠ことを使命としている（名古屋大学学術憲章）。たゆまぬ努力を積み重ねて、豊か  

な文化の普及と科学技術の発展に貫献し、既存の権威にとらわれない自由・闊達で批判的な精神に富む学風を  

築いてきたっ  

この学風の上に、本学は、従来の専門に基づく領域型8研究科の拡充（大学院重点化）を行った。また、国際化  

や環境問題など時代のニーズに即応する学際的な研究を目指し、文理融合型を中心とする5研究科（独立大学  

院）を新設した。「中期計画」に、「領域型分野及び文理融合型分野の専門教育の充実」を掲げ、大学院教育の実  

質化に努めている。   

本学は現在、大学院生の14％（平成17年度）が留学生であり、国際的な通用性をもつ高い質の大学院教育を  

目指している。本事業の推進については、ノーベル賞の受賞者3名を含むインターナショナルアドバイザリーボー  

ド（国際諮問委員会）で厳正な評価を受けつつ、大学として強力に支援することを期している。   



機関名  名古屋大学  

5イ2）これまでの教育研究活動の状況（これまでの改善点と、今後の課題について）  

社会環境学専攻は、21世紀学としての環境学の確立をめざした文理融合型の新研究科、環境学研究科の一  

専攻として平成13年に発足した。本専攻は経済学・政治学・法学・社会学・心理学・地理学といった人文社会科学  

系の専門分野の教育内容・手法を発展的に継承するとともに、個別領域を超越し、複眼的思考能力によって環境  

問題を解明・解決していく学生を育成することを主眼としている。このため、領域横断型の「体系理解科目」を水平  

部分に、各専門領域の「専門分野科目」を垂直部分にそれぞれ配置した「T型」のカリキュラムを採用している。   

また領域横断的な研究プロジェクトとして、「自然一物一社会」の調和のとれた持続可能な社会システムの構築  

を目的とした「持続性学」と、自然災害等に対する総合的な安全対策をデザインし、地域住民が安心して暮らせる  

社会構築をめざす「安全・安心学」を推進し、とくに後期課程の大学院生の教育に大きな成果をあげてきた占   

これまで、個別分野での専門教育と環境学修士甲養成に関しては一定の成果をあげつつあるものの、より高度  

な環境学の専門家養成については不十分な状況にある。博士（環境学）を継続的に輩出する仕組みを整え、そ  

れに対する潜在的な社会的ニーズを掘り起こし、入学定員を確保することが今後の課題である。  

5－イ3）魅力ある大学院教育への取組・計画（512）を踏まえた大学院教育の実覧化（教育の課程の組織的展開の強化）のための具体的  

な教育取組、発展的展開のための計画、及びこの取組によって改善が期待される点について）  

本取組は、上記の課題に応えるために、博士（環：舞学）授与プロセスを体系化し、「社会環境学」を主導できる  

専門家（＝環境実務家）を養成することを目的とする。そのために、T字型の水平部分と垂直部分との連関を前期  

課程入学から後期課程修了までの時間的経過に沿って再配置することによって、プロセス段階的カリキュラムへ  

の発展を構想する。また、各段階における役割分担を、講座・専攻・研究科をめぐる組織的基盤に照らして明確化  

するとともに、これまで個別に行われてきたオン・フィールド型実践を教育カリキュラムに組み入れる。   

具体的に前期課程では、①「体系理解科目」を研究科3専攻（地球環境科学・都市環境学・社会環境学）共通  

科目と、社会環境学専攻共通科目の「社会環境学の基礎」とに再編し、それらを各々の組織全体で支えるととも  

に、②主として講座によって担われる「専門分野科目」と段階的・有機的に鹿合することで環境問題の基礎的・総  

合的理解を図る。後期課程に関しては、博士（環境学）取得のための特別コースを設け、③必須科目の  

NPO／NGOリーダー養成、海外プロジェクト体験支援、研究発表■出版支援と、人文社会科学の専門科目との段階  

的履修によって社会環境学の体系的理解を図るとともに、他専攻専門科目の支援を受けながらそれを補完する。  

④最終的に、学生企画によるプロジェクトを専攻全体で審査することで、博士論文提出資格を認定する。   

これらのコースを修得することに募って、環境問題の理解を総合的に理解し、その解決に人文社会科学の専門  

的立場から寄与できる知識や見識、プロジェクト実践的な組織管理能力や調整能力、国際的かつ分野横断的な  

広い人的ネットワークを持った人材の育成が期待される。   





資料2  

工学研究科附属プラズマナノ工学研究センターの設置について  

【センターの概要】   

21世紀COEプログラムの実績をベースに、プラズマナノ工学の世界的研究セン  

ターを新設し、ナノテクノロジー・材料分野の戦略的基幹技術であるプラズマ技術  

の研究開発を行い、産学連携・人材養成並びに国際連携を推進する。  

【目的・目標】   

ナノテクノロジー・材料分野のモノづくりに欠かせない戦略的ツールであるプラ  

ズマ技術の研究開発を進め、その学術基盤であるプラズマナノ工学の世界的研究拠  

点を形成する。また、産業界からの要請に応えて産学連携の受け皿となる研究部門  

を設け、革新的材料・プロセス技術を創出する。さらに、高度の学識・技能を備え  

た優れた若手研究者を養成するとともに、地域連携・国際連携の拠点としての役割  

を担う。  

【必要性・緊急性】   

プラズマを利用してナノスケールの構造を形成する技術は、第3期科学技術基本  

計画において戦略重要科学技術と位置づけられている。このプラズマ技術は、次世  

代半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化のキーテクノロジーであり、また、新素材  

創製やバイオテクノロジー分野でも脚光を浴びている。この超先端モノづくり技術  

の開発にはプラズマナノ工学の充実が不可欠であり、早急にその研究拠点となるセ  

ンターを設置すべきである。   

近年、海外ではプラズマ技術の研究拠点が次々に設置されている。我が国では名  

古屋大学において、平成14年度にプラズマ科学の21世紀COEプログラム  

（Plasma－Nano）と、一部プラズマが関係するCOE（Nature COE）が発足して  

いる。さらに、平成15年度にプラズマ技術に関係する知的クラスター創成事業が  

動き出した。しかし、これらの事業は間もなく終了するため、「プラズマナノ工学  

研究センター」を工学研究科に設置し、これまで築いてきた世界的研究成果と研究  

設備を継承して、一層の発展を図りたい。   



【独創性】新規性】   

超高温プラズマ・核融合分野においては、これまで多くの研究所・センターが設  

置されてきたが、低温プラズマ技術に関するセンターは我が国に一つも存在しなか  

った。その意味で、本センターの設置そのものが新規であり、科学技術推進のため  

の重要な施策となる。また、センターの組織化の観点から見た場合、産学連携によ  

る研究部門が特徴的である。これは、企業からの出向者をセンターの特任教員とし  

て採用し、民間との共同研究（プロジェクト）を実施するユニットであり、人件費・  

研究費は企業が負担する。このことによって、企業側はセンターの先端的設備を利  

用して共同研究を行うことができ、大学側は企業ニーズに応える最新の基礎研究に  

取り組めるとともに、企業人による大学院生の実践的教育も行える。  

【センターの組織・実施体制】   

基幹教員、産学連携による特任教員の合計5名の専任教員と、工学研究科の5つ  

の専攻の10名の兼任教員で事業に取り組む。   

なお、センターの運営に関わる事項は、同運営協議会において行う。また、セン  

ターの運営について評価・助言いただく諮問委員会を別に設ける。  

【センターの事業】   

本センターは、広く次世代産業技術の基盤となるプラズマナノ工学の我が国にお  

ける唯一の拠点として、最先端の学術研究と若手人材養成、産学連携、地域連携お  

よび国際連携の活動を行う。   

学術研究は3つの主要テーマからなり、①新規なプラズマ生成・診断・制御の基  

礎研究、②超精密加工・難材料加工等のプロセス技術の研究、③量子ナノデバイス、  

バイオナノデバイス等への応用研究、について最先端の研究開発を進める。   

人材養成に関しては、産学連携の研究部門において大学院生の実践的教育と企業  

からの若手出向者の育成を行う。さらに、工学研究科の5つの専攻の兼任教員と協  

力して、センターの先端的設備を利用して大学院生の教育を行い、優れた若手研究  

者を養成する。   

一方、プラズマ技術を必要とする中部東海地区の企業と連携し、地域コンソーシ  

アム等の事業を通じて地域の産業振興に員献する。また、21世紀COEプログラム  

“plasma－Nano”において築いてきた国際プラズマCOEネットワークを運営し、  

各国のCOEに呼びかけて連携の強化につとめ、国際共同研究や国際会議の企画・  

推進を行う。  

【設置期間】   

平成18年10月1日～平成27年3月31日   
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資料3  

赤崎記念研究館について   

名古屋大学では，赤崎 勇特別教授の研究業績を顕彰するとともに，本学における独創的・先  

端的な科学技術研究を推進し，もって，広く社会に貢献することを目的に「赤崎記念研究館」を  

建設しております。   

赤崎記念研究館は，赤崎 勇特別教授をはじめとする本学研究者と豊田合成株式会社，独立行  

政法人科学技術振興事業団（JST）との共同による「産学官連携」の突出した成功事例であり，  

その特許実施料収入により建設をするものです。同研究館は，インキュベーション施設及びベン  

チャー・ビジネス・ラボラトリーと隣接し，本地域を「産学官連携ゾーン」として位置付け，名  

古屋大学の産学官連携の機能を集中し，これまで以上の産業界等との連携を推進する体制を含め  

て確立するものです。   

赤崎記念研究館の階構成は，以下のとおりです。   

1階 試作品作成室，展示室  

2階 産学官連携組織（産学官連携推進本部，社会連携課）  

3階 実験室  

4階 化学系実験室  

5階 物理系実験室，赤崎記念研究センター  

6階 赤崎 勇特別教授室  

なお，3階から5階の実験室については，本学研究成果を活かしたベンチャー企業育成の   

ための施設となります。  

※ 赤崎記念研究館竣工記念式典（予定）  

目 時： 平成18年10月20日（金）午後2暗から  

場 所：赤崎記念研究館・IB電子情報館大講義室等  

次 第：記念式典  

記念講演会  

テープカット  

施設見学   
等   





資料4  

各種協定等について  

1．国民生活金融公庫名古屋支店との産学連携の協力推進に関する覚書の締結   

国民生活金融公庫名古屋支店と平成18年7月21日に下記内容により，  

産学連携の協力推進に関する覚書を締結した。  

（産学官連携推進本部長と国民生活金融公庫名古屋支店長との調印）  

①名古屋大学の研究成東等のシーズと国民金融公庫の取引先地域中小企業   

の技術シーズのマッチングのコーディネイトの実施。  

②国民金融公庫の取引先地域中小企業からの技術相談甲実施。  

③地域中小企業の技術シーズ情報などの情報交換の実施。  

④その他産学連携に関すること。  

2．伊藤忠商事株式会社との産学連携に関する協定書の締結   

伊藤忠商事株式会社と平成18年7月24日に下記内容により，産学連  

携に関する協定を締結した。  

①大学の研究成果の社会的活用への支援。  

②連携研究（共同研究，受託研究）の実施。  

③最新の研究成果や社会的課題に関する情報交換  

④その他産学連携に関すること。  

3．独立行政法人科学技術振興機構との産学官連携に関する協定書の締結   

独立行政法人科学技術振興機構と平成18年7月24日に産学官連携を  

円滑に、かつ効率的に推進することを目的とした協定書を締結した。   

具体的な内容については，両者による「連携協議会」を設置し，今後検討  

することとなる。本学としては，名古屋大学における研究開発促進とその成  

果の技術移転の促進，地域における研究開発プロジェクトの推進，科学技術  

振興を支える人材の育成等が期待できるものと考えている占   



モンゴル国立大学との大学間学術交流協定について  

○経緯   

これまで同大学と本学法学研究科とは、2004年に部局間交流協定により法整備支援  

に係る交流を行ってきた。これまでの交流実績を踏まえ、両大学により全学間による交流  

協定の締結について合意に至り、本年7月20日にこれに調印した。  

○協定の目的  

モンゴルの体制が市場経済に移行することに伴い、法学のみならず移行に必要とされる経  

済、農学、医学の様々な分野での交流を推進するため協定締結したものである。  

たとえば法学では私的所有制度の設計と運用の知識の提供があげられる。  

○今後の活動  

・学生交流としては、文部科学省の平成18年度大学教育匡l際化推進プログラムにより双   

方向の学生交流を行い、各々の学生が互いの国の制度、法律について指導し学びあう。  

・教員又は研究者の交流においては、複数の部局により複合的な分野の研究を推進するこ   

とを期待している。  

・今後の交流推進の基地としてアジア法支援事業の一環として日本法教育研究センターを   

設置し、上記の活動の中心となって進める。  

－1－   



資料5  

名古屋大学平成18年8月月間予定表   
（教育記者会用）  

○役員会等  

月（曜日）   会議の名称（部局）   

7日（月）   役員会  



○行事等  

日（曜日）   行事等の名称   概要   連絡先   

場所：博物館展示室  

博物館事務室   

3月22日（水）～  第9回名古屋大学博物館特 別展「スポーツと名古屋大 学～する・みる・つくる」   時間：10時00分～16時00分    9月30日（土）   休館日：日・月曜日 入場無料   
052－789－5767   

場所：生命農学研究科附属農場「農業館」  

（東郷町議輪畑尻94）  

時間：10時30分～12時00分（両日共）  

7月8日（土）   
地域貢献特別支援事業 「都市近郊の農業教育公  

8月5日（土）  
圃・農業ふれあい教室」  

募集人員：約20家族程度  
参加費：無料  

＊申込終了   

7月15日（土）～  第45回全国七大学総合体  内 容：全国国立七大学の運動部が参加   学務部学務企画課   

9月15日（金）   育大会   主管校：大阪大学   052－789－2164   

場所：高等総合研究館6階カンファレンスホール  
時間：17時00分～  

講演題目Ⅰ：生物時計分子装置の作動原理の原子レベ ルでの解明に向けて  
7月25日（火）   

第13回高等研究院セミナー      講演者：石浦正寛（遺伝子実験施設数授）  
研究支援課  

講演題目Ⅱ：周産期女性のマタニティーブルーズおよび  
052－788－6051   

産後うつ病に関する文理複合的研究  

講演者：後藤節子（医学部保健学科教授）   

場所：博物館講義室  
時間：14時45分～16時15分  

7月26日（水）   第57回特別講演会  
講演題目：「スポーツと心の発達」   博物館事務室  
講演者：竹之内隆志（総合保健体育科学センター助教  

嘩）  

入場無料   

場所：文学部会議室及びルブラ王山  
時間：  
11時30分～13時00分   文学部・文学研究科  

7月28日（金）   
文学研究科外部評価  
ピアーレビュー委員会  

研究科長挨拶、評価委員紹介、研究室教員紹介   庶務掛  

13時00分～15時00分  052－789－2202  

文学部施設視察、学生・院生へのインタビュー  
15時30分～17時30分  
ピア・レビュー委員会  



場所：名古屋市科学館  
時間：13時00分～17時00分   名古屋大学21世紀COE  

7月30日（日）  2006年公開講演会市民向 け講座「オーロラの科学」         内 容：オーロラを写真やビデオで紹介するとともに、そ  地球支援室    の発生のメカニズムに迫る。  
052－788－6206   

参加費：無料  

＊申込終了  

場所：博物館講義室  
時間：15時00分～16時30分  

8月4日（金）   第58回特別講演会  講演題目：「愛知県ゆかりのアスリートとスポーツ秘話」  

講演者：三上孝道（秩父宮記念スポーツ博物館主幹）  

入場無料   

場所：生命農学研究科附属農場「農業館」  

（東郷町諸輪畑尻94）  

地域貢献特別支援事業  

8月5日（土）  「都市近郊の農業教育公  

生命農学研究科附属農場  

講演題目：「昆虫を食う虫と昆虫に食われる虫」  事務掛  
園・講演会」  

講演者：田中利治（生命農学研究科教授）  
0561－37－0210   

定員：60名  
参加責：無料  

場、所：医学部保健学科  

8月5日（土）～  
時間：10時30分～16時10分（8月5日）   総合保健体育科学センター  

6日（日）   の運動基礎理論」  
10時00分～15時40分（8月6日）   事務掛  

受講料：6200円  052－789－3946  

＊要事前申込  

場■所：生物機能開発利用研究センター  

時間：10時00分～16時00分  
内容：   生物機能開発利用研究セン   

ター  

公開実験講座2006        8 5    ～   ロ 「バイオサイエンス・バイオ テクノロジ 

ーを体験する」   
公開実験講座2006係   
052－789－5194   

対象者：社会人及び高校生以上の学生対象  
受講料：2500円  

場所：IB電子情報館  
時間：8月8日（火）～10日（木）（2泊3日）  
内容：高校生向けに電気電子・情報工学の最先端の  
実験を体験するセミナーを開催します。  
実験テーマ：「超音波センサを用いた自走ロボットコント  

ロール」、「極低温と超電導の世界を操る」、「エコロジー  

テクノフロンティアセミナー  
な発電装置を作ろう！」、「マイナスイオンでリプレツ  工学部・工学研究科  

8月8日（火）～   一触れてみよう、電子と情報  

10日（木）  の最先端に－  を動かそう！」   岩田聡教授  
参加対象者：愛知県及び近隣県の高校生  052－789－3303  

（学年、男女を問いません）  
定員：36名  

参加費：宿泊費を含め無料  

＊申込終了  

詳細は下記のホームページ  

http：／／www．echo．nuee．nagoya－u．aCtip／tefs／tefs18／  



場所：博物館講義室  
時間：15時00分～16時30分  

8月9日（水）   第59回特別講演会  講演題目：「複雑な運動の獲得」  
博物館事務室  

講演者：山本裕二（総合保健体育科学センター教授）  
052－789－5767   

入場無料  

多元数理科学研究科   

8月10日（木）～  数学アゴラ夏期集中コース  場 所：理学部1号館 509号室    12日（土）   対象者：高校生・高校教員   052－789－2833   

場所：名古屋市科学館にて事前学習（8月19日）   

徳山ダムにて見学及び現地学習（8月20日）  

第3回地球教室  時間：13時30分～17時00分（8月19日）   
8月19日（土）～ 20日（日）  

7時30分～17時30分（8月20日）  博物館事務室  

ナー）   対象：小学3年生～中学3年生及びその保護者  
052－789－5767  

定員：30名  
参加費：500円   

場所：博物館講義室  
時間：15時00分～16時30分  

8月23日（水）  第60回特別講演会  講演題目：「スポーツと体力」  
博物館事務室  

講演者：蛭田秀一（総合保健体育科学センター教授）  

入場無料  

匡l隙間発研究科  

8月31日（木）～  海外実地研修（OFW）   

場所：カンボジア（コンポット州コンポット町）  

詳細未定   
事務掛  

052－789－4952   

場所：経済学部カンファレンスホール  
オープンカレツジ・  時間：10時00分～12時00分   経済学部・経済学研究科  

9月9日（土）  
自由奔放！サイエンス  講演題目：「脳の手術：過去と今とこれから」  

竹内信仁教授  

講演者：吉田純（医学系研究科教授）   
052－789－2365  

場所：博物館講義室  
時間：15時00分～16時30分  

9月13日（水）  第61回特別講演会  講演題目：「スポーツとファッション」  
博物館事務室  

講演者：高橋義雄（総合保健体育科学センター講師）  
052－789－5767   

入場無料  

場所：文系総合館7階カンファレンスホール  

国際言語文化研究科  
時間：16時30分～18時00分   匡l際言語文化研究科  

9月22日（金）   講演会  
講演題目：「島村抱月の文学理論について」   福田 眞人教授  
講演者：マッシミリアーノ・トマシ  052－789－4792  

（ウェスターン・ワシントン大学東洋語学部教授）  



場所：奥飛騨温泉郷オートキャンプ場  

時間：9時00分～17時00分（1泊2日）  
9月23日（土）～  第4・回地球教室（親子対象    対象：小学3年生～中学3年生及びその保護者  博物館事務室   

24日（日）   フィールドセミナー）  
定員：30名  

052－789－5767   

参加責：5000円  

9月28日（木）  留学生特別コース学位授 与式  場 所：豊田講堂第1会議室   
学務部学務企画課  
052－789－2159   

場所：名古屋大 字東山キャンバス  
時間：10時～  
テーマ：「宇宙から地球へ」  

内容：卒業生・修了生、学生、現旧教職員等の本学関  
係者や学生の家族、地域の方々等に、本学の種々の活 にすととに 

第2回名古屋大学  動関する情報を発信るも、交流の場を提供   

9月30日（土）  

テーマに沿って、本学で行われている研究活動を講演、  

展示、デモンストレーションなどでわかりやすく紹介しま  
す。各部局においても、講演会、研究室公開、各種懇談  
全など右行い壬す〈   

場所：博物館講義室  
時間：午前  

9月30日（土）  第62回特別講演会  講演題目：「健康運動の科学」  
博物館事務室  

講演者：島岡清（総合保健体育科学センター教授）  
052－789－5767   

入場無料  

9月29日（金）～  附属図書館2006年   
場所：中央図書館4階展示室  
時間：10時00分～17時00分（土・日とも）  附属図書館庶務掛   

10月20日（金）  秋季特別展  講演内容：「江戸時代の村と地域」  052－789－3667  


