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資料１

平成２０年度グローバル 採択一覧COE

分 野 拠点のプログラム名 拠点リーダー（所属・職名） 専 攻 等 名

医 学 系 機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点 医学系研究科細胞情報医学専攻 分子総合医学専攻・機能構医学系研究科細胞情報医学専攻・
※１ 教授 祖父江 元 築医学専攻・健康社会医学専攻

数 学、 宇宙基礎原理の探求 －素粒子から太陽系、 、太陽地球環境研究所理学研究科素粒子宇宙物理学専攻 理学研究科素粒子宇宙物理学専攻
物理学、 宇宙に至る包括的理解－ 教授 杉山 直
地球科学

※２

機械 土木 マイクロ・ナノメカトロニクス教育研究拠点 ・機械理工学専攻・ﾏﾃﾘｱﾙ、 、 工学研究科ﾏｲｸﾛ･ﾅﾉｼｽﾃﾑ工学専攻 工学研究科ﾏｲｸﾛ･ﾅﾉｼｽﾃﾑ工学専攻
建築、その 教授 福田 敏男 理工学専攻
他工学

※３

（注）太字は中核となる専攻



（機関名：名古屋大学  拠点のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称：機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点） 
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［採択時公表］ 

機 関 名 名古屋大学 

拠点のプログラム名称 機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点 

中核となる専攻等名 医学系研究科細胞情報医学専攻 

事 業 推 進 担 当 者 （拠点リーダー）祖父江 元               外21名 

［拠点形成の目的］ 
 神経変性疾患と悪性腫瘍の克服は21世紀の医学上の最重要課題であり、病態解明とそれに基づく新
規治療法の確立が求められている。世界的にも両疾患の克服に向けた萌芽的研究が生み出されてきて
おり、次の10年こそが疾患克服への最も重要な時代であると考えられる。グローバルな視点でこの課
題に立ち向かい、世界をリードできる若手研究者を育成することが緊急の課題である。我々は、21世
紀COEプログラム「神経疾患・腫瘍の統合分子医学の拠点形成」において、神経変性疾患と悪性腫瘍
の病態に共通の機能分子が深く係わることを明らかにし、これを標的として異分野の研究者が融合的
に研究を推進することで独創的な研究成果を生み出してきた。両疾患を統合的に研究することが、世
界最高水準の研究成果と多くの優れた若手研究者の育成に繋がってきた。本グローバルCOE拠点は、
このように確立してきた教育研究のコンセプトを発展させ、「機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融
合拠点」形成を目指すものである。神経と腫瘍に共通的に係わる機能分子のさらなる探求と、それに
基づく融合型研究を推進し、臨床応用への道筋を明確化する。そして、独創性と自立性を有し、俯瞰
的見方のできる次世代研究者の育成を行う。名古屋大学大学院医学系研究科に加えて、国立長寿医療
センター、愛知県がんセンターより世界をリードする研究者を結集し、神経変性疾患と悪性腫瘍の克
服に向けた、国際的な次世代研究リーダーを育成する一大教育研究拠点の形成を目指す。 
［拠点形成計画の概要］ 
【基盤組織】大学院医学系研究科【協力組織】国立長寿医療センター、愛知県がんセンター 
【研究：機能分子医学の融合型研究の創出】 
 本拠点では、神経変性疾患と悪性腫瘍の病態形成に係わる共通機能分子の研究を融合的に展開し、
新たな予防や治療法につながる機能分子医学の確立を目指す。若手研究者の高度の専門性は、カッテ
ィングエッジの研究実践を通じてこそ実現されるものであり、世界をリードする研究を推進する。
「神経疾患と腫瘍に共通する機能分子の探求」、「共通機能分子を軸とする融合型研究の創出」、「共
通機能分子を標的とした治療研究の推進」の三大ミッションを掲げ、COE推進講座を有機的に統合し、
治療・予防など、臨床応用という出口の明確な機能分子医学を構築する。 
【人材育成・教育：機能分子医学を担う国際的次世代研究リーダーの育成】 
教育カリキュラム： COE教育推進室を創設し、系統的な各種教育プログラムを実施する。次世代リ
ーダーには高度な専門知識と幅広い領域を俯瞰できる能力、国際性、社会性、自立性が要求される。
このために、社会的リテラシーや研究倫理なども盛り込んだCOE系統講義カリキュラムを設ける。ま
た、研究実践基礎体力養成のためにCOE若手教育研究支援センターを新設し、系統的実習プログラム
を実施する。また、研究者交換プログラムや共同研究推進プログラムを設置し、異分野の研究者から
の多面的指導により融合型研究推進へのポテンシャルを養う。さらに、プログレスレポート会議や合
宿形式のNAGOYAグローバルリトリートを開催し、異分野融合を促進する。 
自立支援・経済支援・キャリアパス形成支援： 研究者自立支援プログラムを提供し、独創性の高い
研究に対して研究費を拠出し、若手研究者の研究企画・提案能力を高める。また、優れたポスドクを
特任助教に、大学院生、名古屋大学MD/PhDコース(飛び級による早期大学院入学制度)の学生をリサー
チアシスタントに採用し、十分な経済支援を行い専念型研究環境を整備する。一方、次世代リーダー
候補として公募する特任准教授、講師が、機能分子医学の多様な将来像を描けるよう支援する。また、
名古屋大学高等研究院のテニュアトラック制度と連携しながらキャリアパス支援を行う。 
【国際化：世界に開かれた教育研究環境の実現】 
 国際研究プロジェクトに基づく複数協力機関での若手研究者の派遣、招聘、教育のコースを創設す
る（国際人材育成プログラム）。共同・融合研究を促進し国際的なネットワークを広げるために、新
規共同研究公募に基づく派遣、招聘を活発化し、特に大学院生の往来では単位互換性を確保する（国
際共同研究推進プログラム・交換留学プログラム）。また、国際交流協定締結先の海外12大学医学部
の教育プログラムへの参加システムを構築する一方、これら大学から本拠点大学院への入学を促進す
るため、入学金、授業料、寄宿料を免除する（外国人のための大学院入学促進プログラム）。さらに
海外ポスドク講演会を促進し、常時若手外国人研究者がいる拠点環境を形成する。これにより若手研
究者が海外次世代リーダーとネットワークを形成し、10-20年後に世界をリードしあう同志としての
絆を深める。また、海外の著名研究者招聘による国際シンポジウムを開催し、教育・評価アドバイザ
ー（客員教授）のノーベル医学賞受賞者イグナロ教授（UCLA）より助言を受けつつ国際化を推進する。
【運営：機能分子医学拠点形成のための支援基盤】 
 拠点リーダーの下に、プログラム推進委員会、教育推進室、国際化推進室、広報室を設置し、拠点
の効率的な運営を図る。国内外の外部評価委員による評価を受け、より優れた拠点形成を目指す。 

 



（機関名：名古屋大学 拠点のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称：宇宙基礎原理の探求            ）  
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［採択時公表］ 

機 関 名      名古屋大学 

拠点のプログラム名称 宇宙基礎原理の探求－素粒子から太陽系、宇宙に至る包括的理解－ 

中核となる専攻等名 理学研究科素粒子宇宙物理学専攻 

事 業 推 進 担 当 者 （拠点リーダー）杉山 直                  外２１名

［拠点形成の目的］ 

宇宙の根源的理解は、広く自然科学研究一般にとって究極的課題の一つである。素粒子から元素、塵、
惑星、恒星、銀河、銀河団、大規模構造、さらには宇宙そのものに至るまで、宇宙には多様な物質、
構造が存在し、そのスケールは何十桁にも及ぶ。宇宙を支配する基礎原理を追求することとは、莫大
なスケールに存在する多様な現象を認識し、根底に働く普遍的かつ基礎的な法則を見いだすことに他
ならない。しかし、本拠点が対象とする宇宙物理学、素粒子物理学、太陽系物理学は、各々の研究が
独立に細分化され進められてきているのが現状である。一方で、近年における観測・実験の急速な進
展によって、新しい研究の芽は、境界的領域にこそあることが明らかになってきた。全く異なるスケ
ールに属しているこれら研究分野にとって、研究のたこつぼ化を防ぎ、新しい研究の芽を生み育てて
いくためには、理論、実験ともに確固たる基礎力に基づき、広い視野を持って、相互間に働く普遍的
な物理法則の理解に立ち向かう国際性豊かなフレッシュな人材の養成が急務である。 
 こうした認識のもと、21世紀COEプログラム「宇宙と物質の起源」を核として、「太陽・地球・生
命圏相互作用系の変動学」に参加してきた太陽地球環境研究所の宇宙科学分野、また数理物理や惑星
科学の専門家も加わることで、世界をリードする宇宙研究とそのための教育を行う拠点を形成する。
理論と観測・実験が高度に結びつき、素粒子から太陽系、宇宙に至るまで大きく異なるスケールにお
いて多様に存在する現象を認識し、普遍的法則を抽出し理解する研究を推進する。また、専門分野に
とらわれず自主性を持ち新分野を切り開いていく、国際的な視野をそなえた人材を育成する。 

［拠点形成計画の概要］ 

研究 上述の目的を達成するために、３つの研究チームが相互横断する新たな学問的展開を進める。
(1)宇宙の進化と多様性：宇宙の豊富な階層構造の理解、(2)素粒子と宇宙の時空の起源：新たな物理
法則の発見と確立、(3)宇宙環境の変動と進化：太陽地球環境と惑星形成、宇宙プラズマ現象の理解、
の３チームである。理論、実験・観測が一体となり先鋭的研究成果を追求するとともに、「暗黒物質
・エネルギー」や「星間物質・構造形成」など具体的研究課題に基づいたチーム間の有機的結合を図
ることを主眼とする。国際化をキーワードに、独自国際プロジェクトの推進、国際共同大型プロジェ
クトへの主体的参加、協力大学間での常態的研究者交流、国際会議の組織、観測・実験装置の相互利
用等を通じ、国際研究ネットワークのハブ機能を持つ拠点を形成する。 

人材育成・教育 既存分野に囚われず、新分野を開拓していく次世代研究リーダーには、高度な専門
知識だけでなく確固たる基礎力、広い視野、自ら問題を見つけ解決する能力、そして国際性が求めら
れる。この目的を達成するため、本拠点では分野横断的に以下の人材育成・教育を整備する。 

1)教育カリキュラム改革、自立的研究者育成 

・ 基礎から最先端までの物理学、及び「ものづくり」（最先端技術開発）を学ぶ体系的新カリキュ
ラムを策定し、理論、実験・観測どちらも、物理学を高いレベルで駆使できる研究者を養成する。
物理学Minimaを策定し、データ解析等も含む共通基礎科目を開講、講義と実習を融合させた装置
開発・実験技術の習得、理論合宿実施、などが内容である。 

・ チューター制度により、博士課程院生が修士課程院生を個別に指導し、双方向に理解を深める体
制を整える。指導体験を積むことで自立的研究者育成にも結びつく。 

・ 企画研究を募集し、自ら提案し、成し遂げる力を育成する。 

・ 学内留学と集中指導で、理論、及び実験・観測相互のアプローチを高いレベルで理解した研究者
を養成する。 

・ 学生主導分野横断セミナー、リトリート、副指導教員制度などで広い視野を獲得する。 

・ キャリアパス支援のためのセミナーや、女性教員を中心とした女子学生支援事業を行う。 

2)国際化、世界に開かれた教育研究環境の整備 

・ 世界的教育/研究機関（オックスフォード大学を軸）との協力、副指導教員制度により、毎年5～
10名の大学院生を協力機関に中長期間派遣、また協力先機関から研究者を招聘し講義を開講する。

・ 独自、及び大規模な国際共同プロジェクトに参加することで、世界を舞台に実践力を身につける。

・ 国際スクールを毎年開校し、海外から講師とともに学生も募り、交流を図る。 

・ 国際的な研究者リテラシー獲得のために、客員外国人教員による講義、発表指導、論文執筆指導、
外国人講師による英会話の授業、さらに英語による専門課程の授業を実施する。 

・ 名古屋大学の上海・ノースカロライナ事務所、AC21等の活動、留学生の授業料・寄宿料等の免除
の方策に基づき、アジア地区を中心に世界各国より広く大学院生を募集する体制を整備する。 

運営 拠点リーダーの下、拠点運営委員会、企画委員会を組織し、教育推進室、研究推進室を設置す
る。特任教授を採用し、企画委員会のメンバーとして実務的な役割を担う。両推進室では特任助教が
運営の実質を担う。事業支援室、国際支援室、技術支援室を設置し、各々拠点事務長、特任の准教授、
技術支援員を採用することで、拠点の実際の運用を行う。 

 



（機関名： 名古屋大学  拠点のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称：マイクロ・ナノメカトロニクス研究教育拠点  ） 
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［採択時公表］ 

機 関 名 名古屋大学 

拠点のプログラム名称 マイクロ・ナノメカトロニクス教育研究拠点 

中核となる専攻等名 工学研究科マイクロ・ナノシステム工学専攻 

事 業 推 進 担 当 者 福田敏男                         外１７名 

【拠点形成の目的】 

本拠点は，マイクロ・ナノメカトロニクスを基盤とする新世代学際分野の構築を通し、「未踏分野

に果敢に挑戦する若手研究者」を育成する．単に先端技術獲得だけでなく社会的課題をも視野に入れ

た「独創性に重点を置く世界最高水準マイクロ・ナノメカトロニクス研究」を推進する．プログラム

推進には，マイクロマシン分野として日本初の歴史を持つ本学マイクロ・ナノシステム工学専攻を軸

とし、先端材料，機械科学，計測・システム工学と、バイオ・先端医療分野のトップ研究者を結集し

ている。新機能材料や先端メカトロニクスだけに留まらず、次世代医療のブレイクスルー創出をめざ

す。すでに提携関係にあるUCLAと国際的教育研究環境を活用し、マイクロ・ナノメカトロニクスと、

先端バイオ・医療分野への応用を推進できる「国際レベルの学際研究リーダ」を育成する． 

 

【拠点形成計画の概要】 

[専攻などの基盤組織] マイクロ・ナノシステム工学専攻，機械理工学専攻，マテリアル理工学専攻
 

[教育・人材育成] ２１世紀の世界的マイクロ・ナノテクノロジーのリーダは，ナノ制御学，ナノ計

測学，ナノ設計・製造学などの基礎的な機械科学の修得に加え，これらの学際にある専門知識の活用

能力と、技術倫理や環境倫理を理解した上で総合的に問題解決することが不可欠となる。 

さらに独創的研究テーマの提案力，システムインテグレーションに基づく問題解決力の養成に重点

をおいた教育により，次世代マイクロ・ナノメカトロニクスと、最先端医工学の二つの分野で活躍す

る学際研究リーダを養成する。 

 マイクロ・ナノ分野の高い専門性と、バイオ・医療分野を幅広く把握する視野を得るため、工学研

究科内で複数専攻にわたる本学独自の複合専攻プログラムに、医学系研究科の関連科目・実習を加え

高度化した「融合大学院教育プログラム」を構築する．講義形式だけでなく、海外連携大学(UCLA)，

協定大学や産業界との共同セミナ、ワークショップを実施し，世界トップレベルの研究発表能力と提

案力を養成する．博士後期課程の院生やポスドクには、拠点内のポストや研究資金の公募を実施し，

独創的研究へのインセンティブを高める．研究費の配分には昨今の短期的成果評価ではなく、提案

と成果の独創性、挑戦性を重視した吟味を行い、教員，ポスドク，大学院学生の意識改革を促す。

 

 [研究] 本拠点では，機械科学、材料科学に基礎を置くマイクロ・ナノメカトロニクスと、システ

ム化技術と先端バイオ医工学応用を実現するため、下記の戦略を実施する． 

① 原子・分子・細胞・組織などの微細操作や機能発現操作をめざす「ナノ制御学」 

② 分子・蛋白・細胞の機械物性や流動の計測，生体機能の計測評価をめざす「ナノ計測学」 

③ マイクロ・ナノ加工を発展させた超精密・微細加工技術をめざす「ナノ設計・製造学」 

④ マイクロマシンの材料評価や機能性表面，機能材料の開発をめざす「ナノ材料学」 

上記研究チーム間の共同研究と国際連携により、最先端マイクロ・ナノメカトロニクスを確立する．

産業界や社会的な課題をオープンクラスター制度によって捉え，解決のためのプロジェクトを4つの

基盤分野を横断する形で構築する．特に多くの未踏分野を抱えかつ緊急性のあるバイオや医療福祉技

術の課題に焦点を当てる。その結果として、ベンチャー創出の可能性もある。 

 

[国際性] 世界を牽引するリーダ養成のため，国際的に活躍しているトップ研究者を招聘(短期)す

る。同時に，若手研究者と大学院生を海外に派遣し国際性を涵養する．国際会議(年1回)と国際ワー

クショップ(年2回程度)を開催する．世界へ効果的な情報発信を行うため、サイバー・ハブ機能を構

築運用する．特任教員とポスドクの国際公募を実施し，資質の高い研究員を確保する．UCLAだけに

限らず、現在までに交流実績のある大学や研究機関と、さらに深い研究と教育上の交流を促進し，

世界に開かれた教育研究環境を実現する．ただし日本人の持ち味は損なわないよう注意する。 

 

[運営体制] 最適配置の原則の下，柔軟な人事を行い、優秀な若手研究者を拠点内ポジションへ適

切に配置する．女性研究者の育成にも配慮と工夫をする．プロジェクトベース・ラーニングによる

若手研究者の養成を効率的に進めるため，基盤研究分野と応用研究分野のバランスに配慮した研究

資源の投入を実施する．実際には拠点リーダとサブリーダを中心とした運営会議で、密に研究進捗

状況を把握し、予算とポストについて研究体制の動的最適化を実施する。国際アドバイザリーボー

ドからの評価・助言も活かした「持続する真の国際教育研究拠点」を形成する． 
 



資料２ 

 

「留学生３０万人計画」を受けての本学の対応について 

 

 

平成２０年１月開会の第１６９回国会における福田内閣総理大臣の施政方針

演説において，「留学生３０万人計画」を策定し，実施に移すことが発表された。 

 現在，国では，中央教育審議会大学分科会留学生特別委員会において骨子の

とりまとめ作業が行われている。 

 

本学では，名古屋大学学術憲章において，研究と教育の基本目標として「創

造的な研究活動によって真理を探究し，世界屈指の知的成果を産み出す。」こと，

社会的貢献の基本目標として「先端的な学術研究と，国内外で指導的役割を果

たしうる人材の養成とを通じて，人類の福祉と文化の発展ならびに世界の産業

に貢献する。」こと及び「国際的な学術連携および留学生教育を進め，世界とり

わけアジア諸国との交流に貢献する。」ことを定めており，中期目標でも「質の

高い教養教育と専門教育を教授し，国際的に評価される教育成果の達成を目指

す」，「留学生・外国人研究者の受入と派遣に対して，相談・助言のサービスに

責任を持つ全学的拠点を整備する。」をうたい，中期計画においても「優秀な留

学生を受入れ，また，外国の大学に派遣する本学学生を増やすための支援体制

を整備する。」と掲げている。 

 

このため，本学でもこの「留学生３０万人計画」については，計画を受けて

推進することが責務であると考え，６月１７日開催の教育研究評議会において，

国際交流担当理事を中心として「留学生３０万人計画の推進に関するワーキン

ググループ」を編成し，大学としての施策の策定作業に入ることとした。 

今後は，ワーキングにおいて留学生受入のビジョンを決定した上で，様々な

検討課題について整理し，同計画の推進に向けての体制整備を図ることとした。 
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英語教育の改善について 

－国際基準の英語力を目指して－ 

 

Ⅰ）必要性・概要 

  名古屋大学学術憲章で表明した「国内外で指導的役割を果たしうる人材の養成」の 

ためには，英語力の飛躍的な改善が喫緊の課題である。  

  名古屋大学として英語教育の品質保証を行うためには，まず，大学入学当初の１年生

の学力底上げを目指すこと，さらに，現状の習熟度に対応した履修コース制度を採り，

効果的な英語教育，自律的学習体系を構築する。 

 

Ⅱ）特  長 

１．名古屋大学の英語教育では，学術論文の読解力(academic reading, AR)と論文執筆  

能力(academic writing, AW)に主眼を置く，さらに，聴解(listening)と会話

(speaking) を含めたプレゼンテーション能力の養成を目指す。 

  そのために，基礎準備段階の，アカデミック・イングリッシュ・サバイバル(AES, 
Survival)とアカデミック・イングリッシュ基礎(AEB, Basic)を設ける。次に，アカ

デミック・イングリッシュ中級(AEI, Intermediate)，アカデミック・イングリッシ

ュ・コミュニケーション(AEC, Communication)，アカデミック・イングリッシュ上

級(AEA, Advanced)，アカデミック・イングリッシュ・セミナー(AESM, Seminar)
へと進む。 

  さらに学部の専門教育，大学院教育において，専門的な学術論文読解力と論文執筆

能力が磨かれることで，名古屋大学における一貫性のある英語教育の完成を目指す。 

 

２．習熟度別コース制による英語教育を行うために入学段階でＴＯＥＦＬ等を活用した

プレースメントテストを実施。 

    コース別のカリキュラムにより，①英語力の底上げ，②成績上位者のより高いレベ

ルへの誘導を目指す。 

ｅ-ラーニングを用いた自律的学習により，学習量の増加を目指す。 

 

３．各コース（案） 

○Course A：典型的な学生の 1 年前期の学習量 8 時間/週 

 A コース向け AEB（Academic English Basic）を取る。 

授業 2時間及び授業のための予習・復習 2 時間。 

同時に課外学習「ぎゅっとｅ」(中級)で，毎週４時間学習する。合計 8 時間/週。 

  加えて意欲のある学生は，特別英語セミナー（Special English Seminar）をとっ

てもよい。 

○Course B：典型的な学生の１年前期の学習量 8 時間/週 

  AEB（Academic English Basic）を取り，授業 2時間及びこの授業のための予習･

復習が２時間，かつ課外学習で「ぎゅっと E」(中級)を学習する時間４時間。合計 8

時間/週。 

 

○Course C：典型的な学生の学習量 9 時間 30 分/週 

  AES（Academic English Survival）では，授業内で「ぎゅっと E」(初級)で，文法と

語彙を毎週 1 時間 30 分学習。かつ AEB を取るので，合計 9 時間 30 分/週。 



『国際標準のアカデミック・イングリッシュ』概念図 

 

 

            通常授業 
3，4 年，大学院：学部別学習 
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社会貢献人材育成本部の設置について 

 

１．事 業 名：社会貢献若手人材育成プログラム 

 

２．実施期間：平成２０年７月～平成２５年３月 

 

３．事業の概要： 

○ 名古屋大学内に社会貢献人材育成本部を設置し、ビジネス人材育成セン

ターおよびキャリアパス支援室を中心に、ＩＴ、医療、薬品・化粧品、食

品、調査・技術評価、知的財産管理等の分野における企業・機関との協働

により、多様な場で創造的な成果を生み出す能力を身につける機会を提供

する。 

○ 研修内容は、①就職前ビジネス研修、②即戦力人材養成研修、③長期イ

ンターンシップであり、個別相談・カウンセリングの結果から、多様な分

野進出を希望する、ポスドク及び博士課程後期大学院生に、最適な研修プ

ログラムを立案・実施する。 

 

 



名古屋大学 各部局
・学部生・修士院生等の進路相談

・学生総合支援室、男女共同参画室のカウンセリング

名古屋大学 社会貢献人材育成本部構想

○求人情報

○学部生・修士院生等の進路

求人窓口学生総合支援室男女共同参画室

地域連携大学

産学官連携推進本部

（連携推進部）

・連携研修コース

・講師派遣等

地域産業界・地方自治体・地域社会

※求人情報

※学部生・
修士院生等

※博士後期院生・
ポスドク等

※求人情報

○博士後期院生・ポスドク等の進路

○社会人経験者（卒業生等）の進路

キャリアパス支援室 ビジネス人材育成センター

※求人情報

※博士後期院生・
ポスドク等

※社会人経験者
（卒業生等）

※社会人経験者
（卒業生等）

社会貢献人材育成本部



社会貢献人材育成の流れ
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○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

5月30日（金）～7
月26日(土)

第10回博物館特別展「今に生
きる、からくり人形～ものづくり
の源流と尾張文化の継承～」

場所：博物館展示室
時間：10:00～16:00
休館日：日・月曜日
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

6月28日(土)～7
月13日(日)の間
の土・日

第57回東海地区国立大学体
育大会

東海地区国立8大学の運動部が参加
主管校：名古屋工業大学、豊橋技術科学大学（共催）

学務部学務企画課
052-789-2164

6月29日（日）～7
月1日（火）

G8大学サミット
G８北海道洞爺湖サミットに関連して札幌で開催されるG8
大学サミットに、総長他が出席

国際部国際企画課
052-789-2042,2044

7・8月を中心に
第47回全国七大学総合体育
大会

全国国立七大学の運動部が参加
主管校：東北大学

学務部学務企画課
052-789-2164

7月1日（火） 第47回「社会と科学」

場所：野依記念物質科学研究館
時間：10:30-12:00
講演題目：「最先端医療機器の開発に挑戦し続けるー生命
の尊さを胸にー」
講演者：筒井宣政（（株）東海メディカルプロダクツ社長）
参加無料

理学研究科
戸谷
052-788-6200

7月1日（火） 第84回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：15:00～16:30
講演題目：「名古屋大学ロボット研究の最前線」
講演者：福田敏男（工学研究科教授）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

7月2日（水）
平成20年度国際言語文化研
究科公開講座「メディアを読み
解き、創造・発信する力」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：18:30～20:00
講演題目：「モダンダンスとメディア－書籍・写真・映画」
講演者：山口庸子（国際言語文化研究科准教授）
対象：一般社会人、大学生、大学院生
定員：60名
受講料：7,200円
申込締切：5月29日（木）

文系事務部教務課
国際言語文化研究科担当
052-789-5245

7月2日（水）
大河講座「ひとの大学」　第一
部・天の巻　われわれはどこか
ら来たのか

場所：工学部4号館講会議室
時間：18:30～20:00
定員：200名
講演題目：「生命の誕生」
講演者：鈴木泰博（情報科学研究科准教授）
受講料：一般31,500円、NHK文化センター会員29,400円、
高校生無料（全20回）

NHK名古屋文化センター
052-952-7330

7月2日（水） 工学部懇話会

場所：工学部IB大講義室(IB電子情報館2階)
時間：14:00～17:30
対象：高等学校教諭
テーマ：「工学部の教育－専門性と多様性－」

工学部教務課学生支援掛
052-789-3599

7月4日（金）～5
日(土)

職員採用試験第一次試験合
格者職場説明会

野依記念学術交流館会議室
総務部人事労務課第一人事掛
052-789-5808

7月4日（金）
平成20年度国際言語文化研
究科公開講座「メディアを読み
解き、創造・発信する力」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：18:30～20:00
講演題目：「日本社会とモバイル・コミュニケーションの変
容」
講演者：金　相美(国際言語文化研究科准教授）
対象：一般社会人、大学生、大学院生
定員：60名
受講料：7,200円
申込締切：5月29日（木）

文系事務部教務課
国際言語文化研究科担当
052-789-5245



7月5日（土）
第10回博物館特別展関連行
事：
からくり人形実演

場所：博物館展示室
時間：11:00～及び14:00～
実演者：九代目玉屋庄兵衛
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

7月5日（土）
教育学部附属中・高等学校
三者フォーラム

生徒・保護者・教員による意見交換
詳細未定

教育学部附属学校
052-789-2672

7月5日（土）
七夕の宵ヴァイオリンコンサー
ト

場所：中央図書館2階中央ホール北側
時間：17:00～18:10
曲目：　「テレマン　12の幻想曲より　第2番」、「J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンソナタ　第1番」、「イザイ　無伴奏ヴァイ
オリンソナタ　第5番」
演者：塩見裕子（ヴァイオリン）
入場無料

附属図書館情報サービス課課長
補佐
052-789-3684

7月9日（水）～11
日（金）

掛長研修 場所：シンポジオンホール
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

7月12日（土）
国際開発研究科オープンキャ
ンパス

場所：大学院国際開発研究科棟多目的オーディトリアム
時間：〔全体プログラム〕13:00～16:00、〔展示〕11:00～
16:30、〔留学生相談〕13:00～14:00
内容　留学生相談、施設見学、スライド上映、現院生によ
る研究科紹介、専攻別説明会、個別相談、展示　など
講演者　現院生と全教員
http://www.gsid.nagoya-
u.ac.jp/global/general/opencampus2008.html

国際開発研究科
新海尚子准教授
052-789-5096

7月12日（土）
名古屋大学レクチャー2008
「夢の新物質ナノカーボンの発
見者、　大いに語る！」

場所：豊田講堂
時間：13:00～17:00
講演者：1.名古屋大学特別招へい教授　飯島澄男博士
(1991年カーボンナノチューブ発見、2002年ベンジャミンフラ
ンクリンメダル物理学賞受賞）
2.米フロリダ州立大学教授　ハロルド・Ｗ・クロトー博士
（1985年フラーレン発見、1996 ノーベル化学賞受賞）
プログラム：13:00～13:15 名古屋大学総長　あいさつ
13:15～13:45 篠原久典教授（高等研究院）ビデオを交えた
解説講演「ナノカーボンって何？」
13:45～15:00 飯島澄男教授「ナノカーボンを視る！」
15:30～16:45 ハロルド・Ｗ・クロトー教授「ナノサイズで物質
をつくる」
入場無料

研究協力部研究支援課高等研究
院事務室
052-788-6051、6153

7月14日（月）
附属図書館研究開発室第31
回オープンレクチャー

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18:00～19:15
講演タイトル：「江戸時代とはどんな時代だったのか？」
講演者：種田祐司氏(名古屋市博物館)
入場無料

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

7月15日（火） 第37回「化学系セミナー」

場所：野依記念学術交流館
時間：16:30-18:00
講演題目：「分子触媒と機能性材料」
講演者：侯　召民（理化学研究所）
参加無料

理学研究科
戸谷
052-788-6200

7月16日（水）
大河講座「ひとの大学」　第一
部・天の巻　われわれはどこか
ら来たのか

場所：IB電子情報館2階IB大講義室
時間：18:30～20:00
定員：200名
講演題目：「生命の進化（仮題）」
講演者：西田佐知子（博物館助教）
受講料：一般31,500円、NHK文化センター会員29,400円、
高校生無料（全20回）

NHK名古屋文化センター
052-952-7330

7月18日（金）
名古屋大学英文学会公開講
座サマーセミナー

場所：文学部1階会議室
時間：16:00～17:00
講演題目：「テクスチュアル・ハラスメント－文学批評を批評
する試み－」
講師：小谷真理（SF＆ファンタジー評論家）
入場無料

文学研究科英米文学研究室
eibei@lit.nagoya-u.ac.jp
fax　052-789-2299



7月18日（金） 第41回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18:00～19:30
講演タイトル：「三松正夫が種を蒔いた火山防災文化　－
北海道・有珠山では何が行われてきたか－」
講演者：宇井忠英（環境防災総合政策研究機構専務理事/
北海道大学名誉教授）
入場無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

7月19日(土)
遺伝子実験施設
第7回Jr.サイエンス教室

場所：遺伝子実験施設
時間：13:00～16:00
入場無料

遺伝子実験施設
山村佳実
052-789-3086

7月22日(火) 名古屋大学OCWシンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：10:00～14:00
テーマ：「優れた教育実践をどのように公開して共有するの
か」
講演者：宮川繁（マサチューセッツ工科大学教授）他
入場無料
対象：一般、近隣大学関係者

情報メディア教育センター
OCW事務室
山里/松村
052-789-3904

7月26日（土）
ミクロの探検隊「レーベンフック
の顕微鏡を作ろう」

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:30
定員：20名
対象：小学5年生～高校生
参加無料

博物館事務室
052-789-5767

7月26日（土）
生命農学研究科附属農場講
演会

場所：生命農学研究科附属農場内農業館
時間：14:00～16:00
講演題目：「都市に融合する緑」
講師：吉永美香(名城大学理工学部助教）
参加無料

附属農場事務掛
0561-37-0210

7月28日（月） 国際言語文化研究科説明会 名古屋大学上海事務所(詳細未定)

国際言語文化研究科
鈴木繁夫教授
052-789-4791
f43952a@lang.nagoya-u.ac.jp

7月28日（月）～
30日（水）

第4回AC21国際フォーラム

場所：アメリカ・ノースカロライナ州立大学
テーマ：「大学間パートナーシップ－21世紀のためのグロー
バルな提携と革新」
対象：AC21参加大学学長又は副学長、大学関係者、学生
など

国際学術コンソーシアム（AC21）
推進室（国際部国際企画課国際
企画掛）
052-789-5684

7月29日（火）
ミクロの探検隊「ムシを拡大し
よう～はたらきと形から」

場所：博物館講義室
時間：10:30～16:00
定員：20名
対象：小学5年生～高校生
参加無料

博物館事務室
052-789-5767

7月30日（水）～
31日（木）

OJT実務者研修 場所：野依記念学術交流館会議室
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

8月1日(金)
テクノフロンティアセミナー
(TEFS)－ふれてみよう、電子と
情報の最先端－

場所：工学部
時間：10:00～18:30
内容：高校生向けに電子・情報の分野における大学レベル
の最先端的工学のいくつかを実験によって体験するせミ
ナーと、企業の先端施設の見学会を開催する。
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学部電気教室内TEFS実行委
員会
052-789-3325（早川）、5874（小
島）
nhayakaw@nuee.nagoya-u.ac.jp
（早川）                              h-
kojima@esi.nagoya-u.ac.jp（小島）

8月2日（土）～3
日（日）

生物機能開発利用研究セン
ター
公開実験講座2008「バイオサ
イエンス・バイオテクノロジーを
体験する」

場所：生物機能開発利用研究センター
時間：10:00～16:00（2日間）
対象：社会人、学生（高校生以上）
定員：15名
受講料：2,500円
コース：「ヒトの培養細胞を用いて生命の神秘を見てみよ
う」、「自分の遺伝子を見てみよう」、「DNAで見るメダカの地
域差」
申込締切：7月4日（金）

生物機能開発利用研究センター
事務室
052-789-5194



8月2日(土)
平成20年度名古屋大学THP市
民公開講座「尿失禁を知って、
はつらつ人生」

場所：ウィル愛知（愛知県女性総合センター）3階大会議室
時間13:00～17:00
特別講演「尿失禁医療は今」(後藤百万・医学部泌尿器科
教授)
講演「女性泌尿器科ってなあに? 尿失禁と骨盤臓器脱」(加
藤久美子・名古屋第一赤十字病院女性泌尿器科部長)
講演「自分でできる排尿ケア」(西村かおる・日本コンチネン
ス協会会長)
実践報告「始めましょう！骨盤底筋体操」(矢萩美和・横浜
元町女性医療クリニックLUNA）
入場無料

医学部保健学科大学院GP事務
室
鈴木重行　052-719-1362
榊原久孝　052-719-1923
thp@met.nagoya-u.ac.jp
http://hes.met.nagoya-
u.ac.jp/THP/index.html

8月4日（月）～8
日（金）のいずれ
か１日

第6回モノづくり市民公開講座
「夢工作 スターリングエンジ
ン」

場所：工学研究科創造工学センター
時間：10:00～16:30
内容：手のひらサイズのスターリングエンジンを製作しま
す。
対象：中学3年生以上
参加費：300円

工学研究科創造工学センター
「モノづくり市民公開講座」
052-789-3788

8月6日（水）～8
日（金）

オープンキャンパス2008

場所：東山キャンパス（医学部保健学科は大幸キャンパ
ス）
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等を通じて、本学の特色やキャン
パスの魅力をより深く知っていただくための企画です。
8月6日(水)　10:00～　工学部
　　　　　　　　13:00～　経済学部
8月7日(木)　13:00～　法学部、情報文化学部、医学部医学
科、農学部
8月8日(金)　13:00～　文学部、教育学部、理学部
　　　　　　　　10:00～　医学部保健学科(大幸キャンパス）

学務部入試課
052-789-5765

8月6日（水）～8
日（金）

平成20年度数学アゴラ（夏季
集中コース）

場所：理１号館
時間：10:00～16:40
内容：数学とその応用に興味を持つ高校生および高校教
員を対象とした講演会。
講演：①「正多面体と群」林孝宏(多元数理科学研究科准
教授)
②「連分数の不思議な世界」糸健太郎(多元数理科学研究
科准教授)
③「図形をドミノで敷きつめる」南和彦(多元数理科学研究
科准教授)
対象：高校生及び高校教員
定員約100名（応募多数の場合は抽選）
参加無料

多元数理科学研究科
小林亮一教授
052-789-2432、5742

8月7日(木) テクノサイエンスセミナー

場所：工学部
時間：8:45～17:00
内容：高校生向けに化学・生物工学の世界を体験します。
対象：東海地区の高校生
定員：約50名
参加費：無料

工学部化学・生物工学科
テクノサイエンスセミナー実行委
員会
tss2008@chiral.apchem.nagoya-
u.ac.jp

8月8日(金)

ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI
『葉っぱの上の謎の部屋、「ダ
ニ室」から進化を探ろう』

場所：博物館野外観察園
時間：13:00～17:00
定員：20名
対象：中学生～高校生
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

8月9日(土)～10
日(日)

第2回地球教室（親子対象
フィールドセミナー）「砂金を見
つけよう！」

場所：博物館、岐阜県飛騨地方
時間13:30～16:30(9日)、9:00～15:00（10日）
定員：30名
対象：小学3年生～中学3年生とその保護者
参加費：500円

博物館事務室
052-789-5767

8月12日（火）
ミクロの探検隊「ホウサンチュ
ウの形の不思議」

場所：博物館講義室
時間：13:00～16:30
定員：20名
対象：小学5年生～高校生
参加無料

博物館事務室
052-789-5767

8月19日（火）～9
月27日（土）

第14回博物館企画展「計算機
シミュレーションで解き明かさ
れる世界～計算科学の最前線
～」

場所：博物館展示室
時間：10:00～16:00
休館日：日・月曜日
入場無料

博物館事務室
052-789-5767



8月23日（土） 第85回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
講演題目：「さまざまな流れのシミュレーション」
講演者：石井克哉（情報連携基盤センター教授）
講演題目：「コンピュータシミュレーションで魔球をつくる」
講演者：姫野龍太郎（理化学研究所情報基盤センター長）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

8月30日（土）
教育学部附属中・高等学校
オープンキャンパス

時間：9:30～12:00
対象：中学3年生
内容：体験授業等

教育学部附属学校
052-789-2672

8月30日（土） 第86回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
講演題目：「太陽、地球、惑星のシミュレーション」
講演者：荻野竜樹（太陽地球環境研究所教授）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

9月、11月 「論文書き方講座」(仮)
2008年度名古屋大学論文コンテストの一環として開催予
定。

高等教育研究センター事務室
052-789-5696

9月2日(火) 教育著作権セミナー
場所：経済学部第2講義室
時間：13:00～17:00
講演者：尾崎史郎

学務部学務企画課
052-789-2159

9月3日（水）
大河講座「ひとの大学」　第一
部・天の巻　われわれはどこか
ら来たのか

場所：工学部4号館講会議室
時間：18:30～20:00
定員：200名
講演題目：「生命の進化（仮題）」
講演者：熊澤慶伯（名古屋市立大学教授）
受講料：一般31,500円、NHK文化センター会員29,400円、
高校生無料（全20回）

NHK名古屋文化センター
052-952-7330

9月8日(月)
附属図書館研究開発室第32
回オープンレクチャー

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18:00～19:15
演題：未定
講師：未定
入場無料

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

9月9日(火)
附属図書館友の会トークサロ
ン
第12回ふみよむゆふべ

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18:00～19:30
演題：「近代英語の成立－ジョンソン、スウィフト、アダム・
スミス－」
講師：水田　洋名誉教授
入場無料

附属図書館友の会事務局
052-789-3666

9月13日～10月
18日の毎週土曜
（全6回）

柔道寝技教室

場所：第4体育館（柔道場）
時間：14:00～16:00
内容：高専柔道で培われた三角絞や各種返し技等の高度
な寝技テクニック、立ち技から寝技への移行技につて講習
を行います。
指導者：二村雄次（柔道部師範、名誉教授），小川明男（柔
道部監督）
参加費無料、事前予約必要

柔道部部長
瓜谷章（工学研究科教授）
052-789-3797

9月17日（水）、18
日（木）

大学院生のための大学教員準
備プログラム

大学教授職や研究職を希望する大学院生を対象とした
ワークショップ。
場所・時間：未定

高等教育研究センター事務室
052-789-5696

9月17日（水） 第42回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18:00～19:30
講演内容：沿岸防災と海岸工学
講演者：水谷法美（工学研究科教授）
入場無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/



9月20日（土）
教育学部附属中・高等学校学
校祭
光粒祭

場所：附属学校
時間：8:45～14:30

附属学校
052-789-2672

9月25日（木） テクノ・フェア名大2008

場所：工学部IB電子情報館
時間：10:00～17:00
内容：工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、研究内容を理解していただくととも
に、企業の方と共に、新規産業の創出や新規製品の開発
を目指すことにより、産学連携の芽を育むための企画で
す。

工学部・工学研究科総務課総務
掛
052-789-3406

9月27日（土）
生命農学研究科附属農場講
演会

場所：生命農学研究科附属農場内農業館
時間：14:00～16:00
講演題目：「田んぼの過去、現在、未来？」
講師：土井一行(生命農学研究科准教授）
参加無料

附属農場事務掛
0561-37-0210

10月18日(土)
国際言語文化研究科
アクション・フォーラム

名誉修了生(論文優秀者、業績優秀者)発表　ほか

国際言語文化研究科
鈴木繁夫教授
f43952a@lang.nagoya-u.ac.jp
052-789-4791

10月18日(土) 国際言語文化研究科
同窓会設立総会

基調講演　ほか

国際言語文化研究科
鄭芝淑助教
jeong@lang.nagoya-u.ac.jp
052-789-5701

10月18日（土）
生命農学研究科附属農場講
演会

場所：生命農学研究科附属農場内農業館
時間：14:00～16:00
講演題目：「生活を彩る切り花」
講師：山田邦夫(生命農学研究科助教）
参加無料

附属農場事務掛
0561-37-0210

10月24日(金) 第43回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間18:00～19:30
講演題目：世界に拡がる日本の火山監視技術－火山防災
のための国際協力の現場から－
講演者：熊谷博之（防災科学技術研究所主任研究員）
入場無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

11月17日(月) 第44回防災アカデミー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間18:00～19:30
講演題目：TSUNAMI文化を世界へ！
講演者：首藤伸夫（日本大学教授/東北大学名誉教授）
入場無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

12月
2008年度名古屋大学論文コン
テスト

詳細未定
高等教育研究センター事務室
052-789-5696



資料５

日（曜日） 会議の名称（部局）

7日(月) 役員会

14日(月) 役員会

15日(火) 部局長会・教育研究評議会

日（曜日） 会議の名称（部局）

2日(水)
総務・予算委員会(教育学部・教育発達科学研究科)
教授会(医学系研究科、環境学研究科)

4日(金) センター会議(高等教育研究センター)

9日(水)

教授会(教育学部・教育発達科学研究科)
部長会(医学部附属病院)
研究科委員会(教育発達科学研究科)
専攻長会議(情報科学研究科)
運営委員会（留学生センター）

10日(木) 運営協議会(太陽地球環境研究所)

14日（月） 主任会（理学部・理学研究科）

16日(水)

教授会(法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、情報科学研究科、工学部・工学研究科、
医学系研究科、国際開発研究科)
研究科委員会(医学系研究科)
学科会議(医学部保健学科)
専門委員会(医学部保健学科)
専攻長・学科長会議(工学部・工学研究科)

18日(金)
教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)
研究科委員会（理学部・理学研究科）

23日(水)

教授会(文学部・文学研究科、情報文化学部、多元数理科学研究科、農学部・生命農学研究科、国
際言語文化研究科、太陽地球環境研究所、総合保健体育科学センター)
代議員会(人間情報学研究科)
部門長会議(エコトピア科学研究所)

名古屋大学平成20年7月月間予定表
                               （教育記者会用）
○役員会等

○部局の諸会議




