
平成19年7月24日  

平成19年度 兼4回教育記者会懇談会  

1名古屋大学の国際的な産学官連携の推進について（資料1）  

2 フライブルク大学550周年記念式典出席について（資料2）  

3 第3回ホームカミングデイの開催について（資料3）   

4 オープンキャンパスの開催について（資料4）  

5 中国政府国家高水準大学院生派遣プロジェクトについて（資料5）  

6 インターナショナル・アドバイザリーボード報告書の提出について（資料6）  

7 第15回上野の山発 句の情報発信シリーズ「宇宙137億年の旅」（資料7）   

8 広報誌の発行について  

9 今後の本学の行事予定（資料8）  

10 その他  

次回開催日につし＼て   



資料1  

1．平成18年度に設置した国際連携部に専任教員と   
国際産学官連携コーディネータを配置し、体制の  
強化を図るこ  

2．国際的な産学官連携ポリシーを踏まえた総合的  
な活動計画の総合調整を行う。  

1．中部地域の基幹線合大学として名古屋大学、東海  
地域の関係大学、さらに海外の大学の技術シーズ・  
特許と、海外企業やトヨタ等東海企業のニーズにつ  
いてのマッチングのためのゲートウェイを提供。  

2．海外企業の誘致を目的とするグレーター・ナゴヤ・  

イニシアティブでの海外の企業やベンチャーと東海  
地域の企業とのマッチングの支援を拡充。  

3．キャリア／くス多様化促進事業で地域の大学等を支   
援。   

1．ノースカロライナのリサーチ亘ライアングルり〈－クにおいて名古屋大学のオフィスを新設。  
2．海外企業への大学の技術シーズ、特許の情報発信、大学の特許のライセンシング、共同研究、受託研究の発掘を   
進める。  

3ノースカロライナ企業と東海企業の技術ニーズ、シーズのマッチングを支援。  
4ノースカロライナ州立大学等と名古屋大学との国際産学連携のための大学間協定の締結を準備中。  
5ノースカロライナ州立大学等のTTO、関連法律事務所を活用して、国際法務機能を強化。  

名古屋大学が主唱して結成された世界の20大学による国際学術コンソーシアムの参  
加大学等との協力関係を活用した国際産学連携を推進。  
1・各大学との国際産学連携のための大学間協定の締結を進める。  
2．各大学の技術シーズ、特許の情報を共有、  
3．大学、細連企業、ベンチャーとの受託研究、共同研究を実施。   



資料2   

平野総長がフライブルク大学を訪問  

平野総長がフライブルク大学550周年記念式典に出席  

平野総長は、フライブルク大学の招待を受け、同校550周年の記念式典に出席するため、  

7月4日（水）から9日（月）にかけてドイツを訪問しました。   

フライブルク大学は、1457年に創立された大学でドイツ南西部に位置し、現在をま2万人  

以上の学生を擁する総合大学であり、哲学者ハイデッガーらが教鞭を執ったことでも知ら  

れています。本学とは2001年に大学間協定を締結して以来、国際学術コンソーシアム  

（AC21）のメンバー校としても活発な交流を行っているところです。   

5日（木）には、ヨー一口ツパにおけるビジネス訴訟の特殊性に関する研究のために2005  

年未に設置した『フライブルクにおける名古屋大学ビジネス訴訟研究所』を訪問し、研  

究概要やフライブルクに掛ナる環境への取組み等について説明を受けました。また、午後  

には、本学インターナショナル・アドバイザリーボード委員でもある、フライブルク大学  

のシュテユルナ一教授と会談し、甘Uの現状等について広く意見交換する機会に恵まれまし  

た。   

翌6日（金）には、『岐路に立つ大学一市場と象牙の塔の間で』と題した国際シンポジウ  

ムが開催されました。前半は大学長ら高等教育専門家によるプレゼンテーションがあり、  

平野総長は、日本の大学を代表して、現在大学が直面している課題やトレンド、基礎研究  

と応用研究のバランスや名古屋大学の取組み等について発表しました。後半は大学長らに  

よるディスカッションが行われ、ボローニヤプロセスのインパクト、教育の根本的目的や、  

大学 

性等について活発な議論が交わされました。主な参加者には、ストラスプール第1大学長  

（仏）、DAAD（ドイツ学術交流会）事務局長、ミュールーズ大学長（仏）、シドニー大学  

長（豪）、DFG（ドイツ研究協会）事務局長、カレル大学長（チ羊コ）、名古屋大学平野総  

長、フライブルク大学長、，ハーバード大学教授（米）、オッフ云ンプルク工科大学長、ヘル  

シンキ大学長（フィンランド）、■フ．ライブルク市長、フルトヴァンゲン大学長、ゼンメルヴ  

アイス大学長（ハンガリー）、モントリオール大学長（カナダ）ら、同校から招待を受けた  

学長らが名を連ねました。   

7日（土）には、欧州委員会（EC）のジョゼ・マヌエル・ドゥラン㌧バローゾ委員長や  

アネッテ・シヤヴァーン教育研究大臣らを来賓に迎え、550周年記念式典が盛大に行われま  

した。バローゾ委員長からは、「『国際化』を進める課程では、一元的な国際化ではなく、『真  

の国際化』が必要である」との問題提起があり、大きな反響がありました。また、同大学  

評議会のホルストヴァイツマン議長から、「生きているうちに公正にお金を稼ぐことは重   



要であるが、来世に持っていくことはできないので、意志あるうちに社会若しくは大学に  

寄与することが大切です。そこで私は、フライブルク大学に100万ユーロ（約1億7千万  

円程度）を寄付することをここに宣言します。」との発表があり、会場から大喝采を浴びま  

したD当日は同窓生を含む1，400人が参加し、また、式典の構成につし1ては演劇と来賓挨  

拶を組み合わせた形にす■るなど斬新な演出がありました。   



資料3  

第3回ホームカミングデイの開催について   

第3回ホームカミングデイは、新豊田講堂竣工記念式典と同日に、下記のと  

おり開催する予定である。  

開催日：平成20年2月2日（土）  

式次第：午前 新豊田講堂竣工記念式典  

○総長挨拶、来賓祝辞、施設概要説明  

○豊田講堂の銘板除幕式  

○陶壁（加藤唐九郎作「和多津海」）の除幕式  

午後 第3回ホームカミングデイ  

○内容については、検討中   



名古屋大学オープンキャンパス  
名古屋大学へ入学を希望する方々に、本学の載育研究の紹介  

や施設早学を通じて、進学の日的意■を持っていただくため、  

オープンキャンバスを実施します。  
パソコンや携帯t幣をせって下肥のウェブサイトから申し込んで  

ください。  

蒜芋蒜 ・ 8掴 芸蒜芦蒜カンファレンスホール 脚  
8月8日（水）  

13：00－  

椚  680名 会≠ii妄言蔓  脚  

洲  部泊名 岩品等岩カンファレンスホール 芸蒜芋蒜  
8月9日（木）  

t3：0か－  楽1豊揮いただしlたメールアドレスに整理粥と受付時Ⅶ・場所をお知らせします。   

楽2青学＃の脚の収容人数l胡があDますので、それぞれ定員になD次♯  

申由横付を終了します。   

楽3参加申込み臥インターネットによるものに限定しています．   

⑳■人†■爾の取b扱い   

さ加申込みに係るメールアドレス、氏名、学年、ホ校名専の■人憫は、さ切にt理し．オープ   

ン睾サンバスに関する搬、掴の挫、紺、メールマガジンの榊に利用し、利用日  
的以外lこlよ使用しません．  

（申し込み礪■）平成19年7月1日一同年7月26日  

≒主立主岩  加■ ＝■＝三こ＝  ＝＝‾＝＝＝  

■事陣  500名 ■攣訂■■蔓  旧t手職  

8月10日（金）  

さ：別ト  
脚  480宅 間カンファレンスホール 脚  

10：00一   隅信書買諸 相一 朗保■事科  大和ンバス   

13：00一   文攣胃  800名 芸言芸言カンファレンス旅－ル 脚  

■■■  印■ ＝＝丁＝こ享  白iTここここ  

⑳当日の受付   
●場 所 旧■子情報館l階ピロティ：地下鉄a蓄出口からすぐ  

尉学蓼1幣ホール  ：地下鉄】書出口からすぐ  

●時 間 本学から返嘱する受付時間・屯所で受付を済ませてから入場してください。  

●その他 り脚・納所はホームページの会爛凛内図をご覧ください。  

2）さ食時は学内の食堂が大変混雑しますので、食事を済ませて参加  

しlただくか、弁当を持さすることをおtlめします。  

¢名古■大事オープンキャンバスに勲するお闘い合わせは  

名古屋大学学務部入試課丁臥052－789－5765   
〒464－8601名古屋市千種区不老町  

◎名古脚－ムページ httpJ／www．nagoya－u．aC．jp／  

］   

乙古屋市千種区不毛町  
立下錬名棚「名古屋大学」駅下手すぐ  



資料5  

「中国政府国家高水準大学院生派遣プロジェクト」について  

1．概要   

中国政府は、2007年1月、2007～2011年の5年間に、重点大   

学において優秀な学生計5000人を毎年国費留学生として派遣すること   

を決定。国各重点大学及び中国政府（留学生基金委員会）における選考を   

経て、本年5月、3952名の合格を発表。  

2．プロジェクトの内  

（1）受入対象者と期間   

（D博士号取得を目的とする者（36～48ケ月）   

②博士課程の共同プログラムに進学する者（6～24ケ月）  

（2）重点的派遣分野  

エネルギー、資源、環境、農業、製造、情報、生命科学、海洋、ナノ   

テクノロジー、人文学及び応用社会科学等  

（3）中国政府の負担  

往復旅費、留学期間中の奨学金（月13万円）  

（4）受入大学の負担  
授業料  

（5）申請者の主な要件   

①修了後、帰国し国家建設のために貢献する責任感がある者   

②大学に在学している一般学生で、申請時点で35歳以下の者   

⑨申請時において、当該年度の学部卒業予定者、博士課程前期課程の在  

学者、博士課程後期課程第一学年に在籍する者、のいずれかに該当す  

る者  等  

（6）選考・採択  

留学を希望する学生が所属大学を通じ、中国国家留学基金委員会に申請   

し、審査を経て選考・採択される。  

3．名古屋大学lこおける対応  

（1）2007年度は、本学と全学間学術交流協定を締結している13大学（南   

京大学、吉林大学、華中科技大学、清華大学、復旦大学、西安交通大学、   



漸江大学、上海交通大学、同済大学、東北大学、北京大学、ハルビン工  

業大学、中国科技大学）の出身者については授業料を免除する措置を決定。   

なお、本学で受け付けた希望者は10名で、うち8名が中国国家眉学  

基金委員会の審査に合格し、研究科別の入学予定者数は次のとおり。  

理学研究科  

環境学研究科  

情報科学研究科  

工学研究科  

1（華中科技大学）  

2（清華大学 西安交通大学）  

2（西安交通大学 上海交通大学）  

3（吉林大学、中南大学、湖南大学）  

（2）2008年度以降は、次のとおり受け入れることとした。  

・全学間協定校以外の大学に在籍し、審査に合格した者も対象とし、受  

入れの対象を拡大する。  

・博士課程後期課程に正規生として入学する学生を優先する。  

4．今後の予定  

2007年   7月中  入学許可書の交付・入国手続き  

10月初旬   入学  

2008年2月～3月   中国国内における出願（2008年度）   



β〝7牢7方2ββ  

中国政府派遣大学院生プロジェクト（2007－2012）  

第1期（2007年度）合格者結果  

中国留学基金委員会のHPにて5月30日に公布した結果により作成。  

（httD：〟www．csc．educn／gbh・eadarticle／readartlCle．asl）？articleid＝2550  

合格者数  本学への入学予定者勤  

282  

167   

163  

145  

138  

126  

126  

125  

122  

118   

110  

10g  

108  

10t；  

97  

97  

96  

92   

92   

91  

83  

中国人民大学   79  

大連理工大学   79  

西北工業大学   78  

アモイ大学   76  

蘭州大学   75  

75   2  

72  

中国澹洋大学   69  

国防科学技術大学   69  

東南大学   68  

圭慶大学   66  

華南理工大学   63  

60   

北京科抜大学   52  

湖南大学   52   

北京郵t大学   43  

中央財経大学   43  

中国地筆大学（北京）   41  

北京理工大学   39  

中国地質大学（武漢）   31  

中国石油大学  37  

23  

18  

17  

中央民族大学   16  

毎財経大学  12  

6  

匡  3952   8   

全学協定校（13大学）  

－ 

七篭琵芸大  その他2379人  
60％  

■全学協定楼■部局間協定校口その他   



資料6  

第2回インターナショナル・アドバイザリーボード（国際諮問委貞会）  

報告書を郷議長が提出   

6月17日（日）、郷 通子第2国名古屋大学インターナショナル・アドバイザリー  

ボード議長が、同委員会の報告書を平野総長に提出しました。   

この報告書は、昨年10月に開催された同委員会において、総長から「大学院教育の  

あり方」についての諮問を受けて行われた議論を基に、提言としてまとめられました  

ものです。   

提出にあたり、郷議長から「委員の方々から大変貴重なコメントをいただいた」等、  

取りまとめの経緯について説明があり、報告書を受領した平野稔長からは、「非常に意  

義深い内容の提言をいただき感謝している。本提言を是非今後の大学院教育の改善に  

活かしたい」旨の言葉が述べられました。   

なお、今回の報告書では、以下の観点から様々な掟言がなされています。  

1．明確な教育目標にもとづいた大学院教育を実現すること。  

2．世界最高水準の教育研究拠点の形成を促進すること。  

3．世界に伍して競争力のある大学院プログラムを作成し維持すること。  

【第2回インターナショナル・アドバイザリーボード委員】  

細 通子お茶の水女子大学長（謙長）、ルイスジェイイグナロVCLA教授、池端雪浦東京外国語大  

学長、季 達哲台湾中央研究院院長、野依良治理イヒ学研究所理事長、ロルフシュテユルナーフライ  

ブルク大学法学部長、ミシェルザンクコレ▼ジュ・ド・フランス副学長  

▲左から、杉山理事、．郷議長こ 平野総長   



資料7  

【タイトル】上野の山発 句の情報発信シリーズ（第15回）  

宇宙137億年の旅  
－みんなここからはじまった！その誕生と進化のナゾに大接近一  

【開催期間】  

【開催時間】  

【休館 日】  

【開催場所】  

【主  催】  

【入場料】  

平成19年9月8日（土）～17日（祝／月）  

午前9時～午後5時（金曜日のみ午後8暗まで）  

9月10日（月）  

国立科学博物舘［東京・上野公園］日本館1階展示室  

国立科学博物舘、名古屋大学  

通常入館料のみ  

〔一般・大学生600円（団体300円）、高校生以下無料〕   

【企画の概要】   

人類lまその誕生以来、「宇宙はどうやってはじまったのか」「物質を構成する  

究極の素粒子とは何か」「宇宙の最期とはどんなものなのか」といった疑問にさ  

まざまな患いをめぐらせてきた。人類が今日のような高度な文明を築き上げた歴  

史の根底には、そうした疑問に近づくために重ねてきた思考や発見、発明があっ  

たことは想像にかたくない。特に「物理学の世紀」とよばれる20世紀において  

は、アインシュタインをはじめたくさんの研究者により、人類誕生以来の根源的  

な疑問にこたえるような成果が次々と発表された。そして、現在、払たちは「宇  

宙はビッグバンにはじまり、137億年という想像もおよばないような長い時間を  

経て、今、この地球という惑星に生きている」という新たな宇宙観をもつにいた  

づた？   

本展示企画「宇宙137億年の旅－みんなここからはじまった！その誕生と進  

化のナゾに大接近」は、ビッグバンによる宇宙誕生から、地球上の不思議な物質  

と生き物の世界まで、時空をこえた137億年の旅を体験することで、魅力にあふ  

れた物理学の世界をかいま見てもらうことを日的とした。   

展示は、「ビッグバン一宇宙と物質のはじまり」「銀河、星、惑星が生まれる」  

「ブラックホールに大接近」「不思議な物質と生き物の世界」「野俵・赤崎記念  

コーナー／名古屋大学の知と創造」という5つのセクションからなる。各セク  

ションでは、望遠鏡や天文衛星の模型や本企画のために製作したオリジナルの  

展示物など多彩な展示を行い、宇宙や素粒子、物質や生物など、それぞれの研  

究分野でどんな研究が行われているのか、入場者が概観できることを目指す。  
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【展示コーナー】   

1．ビッグバンー宇宙と物質のはじまり  

現在も膨張をつづける宇宙。時間をさかのぽることおよそ137億年前、宇宙はとても小  

さく創造を絶する高温・高密度の状態だった。宇宙誕生の瞬間に迫る。  

主な展示物  

・偏光フイルムを使って光のスピンを検証  

・加速器の原理をポールコースターで学ぶ  

宇宙線を観測しよう  など  

2．銀河、星、惑星が生まれる  

星や銀河、惑星はどのように生まれ、現在のような姿になったのだろうか。先端望遠鏡  

や人工衛星を使った天体観測の最前線を伝える。  

主な展示物  

・電波望遠鏡「NANTEH2」模型  

・X線天文衛星「すぎく」模型  

・赤外線天文衛星「あかり」模型  

・観測写真各種  など  

3．ブラックホールに大接近  

かつて空想の存在でしかなかったブラックホールは、今や宇宙で実際に観測されはじめ  

ている。アインシュタインが予測した不思議な世界を体験する。 

主な展示物  

・宇宙の構造形成シミュレーション  

・パソコンでみる「重力レンズ」の世界  など  

4．不思議な物質と生き物の世界  

物質の中の小宇宙ともいえる．「モノの多様な性質」について解説する。また生き物を  

形づくる細胞、タンパク質、DNAのミクロな世界を紹介する。  

・コンパスでみる磁石の世界  

・エコカイロで相転移を観察する  

・分光プリズムで光の正体を考える  

ミクロの細胞世界を体験する  など  

5．野俵・赤崎記念コーナー／名古屋大学の知と創造  

名古屋大学で活躍したノーベル化学賞受賞の野依良治特別教授と青色発光ダイオード  

の開発で知られる赤崎勇特別教授の研究の足跡をたどる。このほかに名古屋大学の研  

究紹介を行う。  
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【実験・体験コーナー】  

○不思議な偏光フイルムの箱  

偏光フイルムを使って箱をつくり、中をのぞいてみるとあるはずのない壁がた  
しかに見える。光の偏光による不思議な世界を体験してもらう。  

○観測衛星や電波望遠鏡のペーパークラフト  

いろいろな波長を観測することでこれまでは見えなかった宇宙の資を解明して  

いる現在の天体観測。その最前線で活躍する観測衛星や電波望遠鏡をペーパー  

クラフトでつくってもらう。  

○ブラックホールの世界をのぞいてみよう  

その近くでは光さえも曲げてしまうブラックホール。 ブラックホールが起こす  

「重力レンズ」現象をアクリルレンズで体験する。  

○超伝導の世界を体験しよう  

超伝導には外部の磁場を弾いてしまう性質がある。磁性体が磁石にくっつくの  

とは逆に磁石に反発する超伝導の世界を体験する。  

○葉緑素をとりだしてみよう  

エタノールを使って葉緑素をとりだす実験を通じて、葉緑素の役割を理解して  

もらう。  

○宇宙137億年クイズ   

入場者にクイズを出題、展示コーナーをまわりながら「宇宙137億年」につ  

いて理解を深めてもらうとともに回答をみつけてもらう。正解者には賞品を提  

供する。  

など  
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【特別講演会】  

2007年9月9日（日）14：00～16：00  

あいさつ 名古屋大学総長 平野眞一  

「宇宙のはじまり」  

講師：名古屋大学大学院教授 杉山 直  

名古屋大学大学院教授 芝井 広  

◎NHK「退干りこどもニュース」のお父さん役でおなじみの鎌田靖さんが講演会に参加します。  

2007年9月16日（日）14川0～16：00  

「ブラックホールに大接近」  

講師：名古屋大学大学院教授 野尻伸一  

名古屋大学大学院教授 福井康雄  

2007年9月17日（祝／月）14：00～16：00  

「不思議な物質と生き物の世界」  

講師：名古屋大学大学院教授 伊藤 繁  

名古屋大学大学院教授 和田信雄  

場 所：国立科学博物館 日本館2階講堂  

主 催：国立科学博物舘、名古屋大学  

※各会終了後、講師を囲んで講演テーマや科学についておしやペリをするサイ  

エンスカフェを開催する。  
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資料8  

名古屋大学平成19年8月月間予定表  
（教育記者会用）  

○役員会等  
日（曜日）   会議の名称（部局）   

6日（月）   役員会   

○部局の諸会議  
日（曜日）   会議の名称（部局）   

3日（金）   センター会吉義（高等教育研究センター）   

29日（水）   臨時専攻長・学科長会議（工学部・エ学研究科）  



○行事等  
日（曜日）  行事等の名称   概要   連絡先   

7月7日（土）～9  東48回全国七大学総合体育大  内容：全国国立7大学の運動部が参加   学務部学務企画課   
月15日く土）  主管校：京都大学   052－789－2164   

国際開発研究科就職ガイダン  国際開発研究科  
7月28日（木）   ス   時 間：13時00分－17時00分（予定）   西川 芳昭准教授  

内 容：卒業生等の就職に関する講演等   052－789－4964   

場所：IB電子情報館甫館  
時間：10時00分－18時30分  
内容：このセミナーは、電子・情報分野の最先端の研究を 夷験を通じて理解し 

7月27日（金）  テクノフロンティアセミナー2007     、社会との交わりが強い工学の面白さと 不息護さを体験してもらうことにより、エ学への関心を高め、 かつ 
、大学進学等の将来の進路決定の上に大いに参考に  

してもらおうという目的で実施しています。  
対象：愛知県及び近隣の高校生   

場所：IB電子情報館2階大講義室  
時間：13時00分－17時00分  
講演者：尾崎史郎（独立行政法人メディア教育開発セン  

教育著作権セミナー  

7月27日（金）       タ一教授）  学務部学務企画課 052－789－2†59   「大学等における】CT活用教育  対 象：大学等の教員∵事務朋員、その他大学等の関係   と著作権」  者、著作権等に関する知識を必要とする人  
定員：50名  
入場料：無料（要事前申込み）  
共催：独立行政法人メディア教育開発センター   

「ひらめき☆ときめきサイエン  場 所二医学部基礎医学研究棟3階細胞生物学研究室  医学系研究科細胞生物学研究室   スーようこそ大学の研究室へ  内 容：研究室公開  

7月27日（金）  
～KAKENHり   （すでに募集定員に達しています）   

052一丁44－2030   

場所：生命農学研究科附属農場「農業館」  
時間：14時00分～16時00分  

地域手献特別支援事業  テーマ：「資源動物を知り、食といのちを考える」   生命農学研究科  
7月28日（土）           「都市近郊の農業教眉公園・譲  講演題目：「魚類に学び魚類との共生を考える」   附属農場  

演会」   講演者：宗宮弘明（生命農学研究科教授）  05t；ト37－0210   

定見：80名  
入場料：無料  

場所：医学部保健学科  
7月28日（土）、29  公開講座「健康開発のための   時間：10時30分－16時10分（7／28）、   総合保健体育科苧センター  
日（日）   運動基礎理論」   10時00分～15時40分（7／29）  事務室  

受講料：6，200円（要事前申込み）   
052一丁893948   

場所：生命農学研究科8棟312号室  
時間：15時30分－17時00分  

7月31日（火）  2007年産業4回オープンセミ    講演者・DrDeo】aN白ibakelao（笹川アフリカ農業普及教育  農学国際劇育協力研究センター   ナー  基金事務局長）  

（言語二英語）   

地域科学技術理解増進活動推  場 所：医学部基礎医学研究棟3階細胞生物学研究室    7月31日（火）、8  進 「培養技儒  って  内 ・研究 公開  医学．、研 ▲  生  研究室   
月2日（未）   

ができるしくみ』の謎にせまる」  （すでに募集定員に達しています）   
052－744－2030  



第12回博物館企画展   場 所：博物館展示室   
8月1日（水）～9  博物館事務室  
月29日（土）  ～電子顕微鏡で見るいきもの  休館日：日・月曜日、8／14臨時閉館   052－789－5767  

の世界～」   入場料：無料   

場所：博物館野外観察園  
時間：10時30分～12時00分   

8月1日く水）  博物館野外観察園見学会  博物館事務室  
052－789－57（i7   

参加費：無料  

場所：IB電子情報館北棟10階  
8月3日（金）  第5回モノづくり市民公開講座   時間：10時00分－16時30分 対象・せ■校生長上 白   

．高校生以（電子回路工作）（8／3）  エ学研究科創造工学センター   
8月9日（木）  「楽しいモノづくり」  

対象：中学生以上（メタルクラフト）（8／9）  
052－789－5223   

参加費：300円  

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  
講演内容：現代生物学についての正しい知識を身につけて  

生物機能開発利用研究セン  
隣実験講座です。  
コース1イ細胞の顔糖鎖を見る」   生物機能開発利用研究センター  8月4日（土）、5日 く日）   ター 公開実験講座2007  

rバイオサイエンス・／くイオテク   2：「自分の遺伝子を見てみよう」   
052－789－5194  

ノロジーを体験する」   3：「コメの食味とDNA」  
受講料：2．500円  
対象：社会人及び学生（高校生以上）  
定員：約15名（応募者多数の場合は抽選）   

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホー  
ル  
時間：13時30分－15時00分（予定）  市民公開講座 「電気でファッショナブルライ  エコトビア科学研究所  

8月6日（月）    フ、あなたも今日からエコロジ  エネルギーシステム寄附研究部門  
講演題目：：「電気の正体を探ろう」  

小島寛樹助教  
スト！」（第3回）  

講演者：吉光司氏（電力中央研究所）  
052－789－5874   

入場料二無料  
※事前申込不要  

場所：IB電子情報館北棟1階ロビー  
8月7日（火）～9  からくりの世界へようこそ  内容：講師による「からくり」の実演と解説、触って遊べる  エ学研究科創造工学センター   
日（木）  楽しい玩具コーナー、創造センター作品コーナー  052－789－5223   

入場料：無料  

場所：東山キャンパス、大幸キャンパス（医学部保健学  
科）  

内容：名古屋大学へ入学を希望する方々に、本学の教育  
研究の紹介や施設見学を通じて、進学の目的意識を持って  
いただくための企画です。  
8月8日（水）  

8月8日（水）～10 日（金）  オープンキャンパス2007  13時00分～権済学部、工学部  学務部入試課  
8月9日（木）  

052－789－5765  

13時00分～教育学部、法学部、情報文化学部、農学部  
8月10日（金）  
9時30分～医学部医学科  

10時00分～医学部保健学科  
13時00分～文学部、理学部  



多元数理科学研究科  
日（金）   
8月6日（月）～10   第7回名古屋国際数学コンフア レンス  場 所：野依記念学術交流館カンファレンスホール  教育研究支援室  

052－789－2833   

場所：理学部1号館509号室  
時間：10時00分～16時40分（8／8）、10時30分－16  
時40分（8／9）、10時30分－11時45分（8／10）  

8月8日（水）－10  平成19年度数学アゴラ  多元数理科学研究科  
内容：数学とその応用に興味を持つ高校生及び高校教員   数学アゴラ係  

日（金）   （夏季集中コース）   を対象とした講演会  
052－789－5602       講演者：浪川幸彦（多元数理科学研究科教授）、津川光太  
郎（同研究科進数綬）、坂内健一（同研究科助教）  
入場料：無料   

場所：エ学部1号館  
テクノサイエンスセミナー   時間：9時00分－17時00分   エ学部物理工学科  

テクノサイエンスセミナー実行委員  8月9日（木）           「物理工学の世界を体験しよ  内 容：高校生向けに物理工学の世界を体験します。   う」  対象：東海地区の高校生  

参加兼：無料   
052－78g－4466   

場所：博物館講義室  
時間：14時00分－15時30分  

8月11日（土）  第74回博物館特別講演会    講演題目：「放散虫のカタチ～プランクトンの世界～」  博物館事務室 052－789－5787   

講演者：松岡篤（新潟大学教授）  
入場料：無料  

場所：博物館講♯室及び博物館野外観察園  
時間：13時00分－16時00分  

8月18日（土〉  フラワーアレンジメント  講師：草野博美氏（フローリスト）  博物館事務室  
定見：25名  

052－789－5767   

参加費：2，000円  

場所：長良川流域  
8月25日（土）－  地球教室（親子対象フィールド   時間：8時00分（8／25）－17時00分（8／28）（1泊2日）  博物館寧覇圭   
26日（日）   セミナー）   定見：30名  052－789－5767   

対象：小学3年生～中学3年生とその保護者  

8月25日（土）  
場所：IB電子情報餌  
時間：10時00分－15時45分  
8月26日（日）  
場所：名古屋市科学館サイエンスホール  
時間：10時DO分～18時30分  
8月27日（月）  
場所：理学館他  理学研究科  

8月25日（土）～  第18回公開セミナー  時間：10時OD分～  素胞子宇宙物理学専攻  
旺  宇宙物理学研究室赤外線グルー   

27日（月）   
本の字音望遠鏡～」   内容：本セミナーは、市民の皆様に天文学、宇宙物理学  

プ  
研究の最新威儀をお伝えするとともに、天文学、宇宙物理  
学の面白さを直に触れて知って頂くことを目的として、大学  
院理学研究科と名古屋市科学館の共催で平成4年より毎年  
開催しています。  
対象：高校生以上  
定鼻：300名（高校生・大学生・教員優先。研究室見学は  
定員100名）  
受講料：資料代実費500円（高大生）、1，000円（一般）  



場所：博物館展示室  
8月28日（火）  第19回博物館コンサート  時間：14時00分～15時00分   博物館事務室  

「魅惑の四重奏」（NUMCo）  内容：ファゴット四重奏他  052－789－5767   

入場料：無料  

場所：博物館講義室  
時間：15時30分－17時00分  

8月28日く火）  第75回博物館特別講演会    講演題目：「博物館はセラピスト～ホンモノがいやす人の心  博物館事務室    四  052－789－5767   
講演者：足立守（博物館教授）  
入場料：無料  

場所：博物館講義室  
時間：15時00分－16時30分  

9月4日（火）  第76回博物館特別講演会    講演題目：「放散虫革命一機化石の放散虫が日本列島の  博物館事務室    く 
歴史を大き変えた～」  052－789－57（i7   

講演者：水谷伸治郎（本学名誉教授）  
入場料：無料  

場所：IB電子情報館  
内容：エ学研究科の研究者が保有する研究シーズを広く 企業等の方に公開し 

9月7日（金）  テクノ・フェア名大2007  、研究内容を理解していただくととも に 
、企業と共同し、新規産業の創出や新規製品の開発を目  

指すことにより、産掌連携の芽を育むための催しです。   

場所：権済学研究科カンファレンスホール  
名古屋大学オープンカレッジ・   時間：10時00分～12時00分   経済学研究科  

9月8日（土）  
エクステンション・サービス  

講演者：木俣 元一（文学研究科教授）   
eGOe戒ender＠soec．nagoya－u．aCJp   

場所：国立科学博物館1階展示室（東京・上野）  
時間：9時00分－17時00分（入場は16時30分まで、金  
曜日は20時まで）  

上野の山発  
9月8日（土）－17       テーマ：「みんなここからはじまった！その誕生と進化のナゾ  ハローダイヤル   の   幸シリーズ15回  に  近」  日（月）   

宇宙137億年の旅   入場料：一掛大学生600円（団体20名以上300円）、高嶺生  
以下無料  
主催：国立科学博物館、名古屋大学   

場所：環境総合館1階レクチャーホール  
時間：18時00分～19時30分  

9月12日（水）  第32回防災アカデミー  講演題目：「地下水で東南海・南海地震を予測する」   災害対策室  
講演者：小泉尚銅（産業技術総合研究所・地震地下水研  
究グループ長）  
入場料：無料   

場所：生命農学研究科附属農場「農業館」  
時間：14時00分～16時00分  

地域貢献特別支援事業  テーマ：「資源動物を知り、食といのちを考える」   生命農学研究科  
9月22日（土）           「都市近郊の農業教育公園・講  講演題目：「家畜から学ぶ親子の絆」   附属農場  

涙金」   講演者：大蔵聡（生命農学研究科教授）  05（iト37－0210  

定員：80名  
入場料：無料  


