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平成２０年度 第４回教育記者会懇談会 

 

 

  １ ＡＣ２１国際フォーラム２００８の開催について（資料１） 

 

 ２ カンボシア日本法教育研究センターの設立について（資料２） 

 

 ３ 知的クラスター創成事業（第2期）の採択について（資料３） 

 

 ４ 名古屋大学 学びの秋講座について（資料４） 
 
 ５ 広報誌の発行について 

 

６ 今後の本学の行事予定（資料５） 

 

  ７ その他 

        次回開催日について



資料１ 

 
AC21 国際フォーラム 2008 の開催について 

 
会議名称：第 4 回 AC21 国際フォーラム 2008 
主  催：国際学術コンソーシアム（AC21） 
期  日：2008 年 7 月 27 日（日）～30 日(水) 
場  所：ノースカロライナ州立大学（アメリカ・ノースカロライナ州ローリー市）  

 
1. 開催趣旨： 

国際学術コンソーシアム（Academic Consortium 21）は、2 年ごとに開催する AC21 国際フォーラ

ムにおいて、その間の AC21 の活動結果を総括するとともに、変化する社会における大学の役割、そ

れを果たすための課題についての議論を深めている。同時に、AC21 総会及び AC21 運営委員会を開

催し、AC21 の活動内容及び運営について討議を行う。 
 
2. 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連携と革新」  

１）国際的な学生交流および学術交流 
２）グローバルな高等教育のための課題 
３）技術革新と技術移転 

 
3.日程： 

7 月 27 日 (日) AC21 運営委員会 
28 日 (月) オープニングセッション 
29 日 (火) サテライト・フォーラム 
30 日 (水) 総括セッション、ポスター・セッション、クロージングセッション、AC21 総会 

 
4. 参加対象者： 

AC21 メンバー機関をはじめとする大学の管理運営者、技術・知的財産移転の専門家、学務関係教

職員、各専門分野の研究者、学生など 
******************************************************************************************* 
(参考) 国際学術コンソーシアム（AC21）について（http://www.ac21.org） 

 AC21 は、2002 年 6 月に開催された名古屋大学国際フォーラムにおいて、高等教育の発展の

ためにグローバルなレベルでの相互協力を一層促進するとともに、国際社会および地域社会に

貢献するため、国際的な学術ネットワーク構築を目的として設立され、現在 10 カ国 20 機関が

参加している。 
 主な活動としては、2 年に 1 度の高等教育と産学官連携を主題にした国際フォーラムや、環境

を主題にした学生世界フォーラム、大学間相互評価、研究協力、教育協力、オンライン教育、

などを推進している。 
      ※AC21 国際フォーラム 

第 1 回名古屋大学(日本)「21 世紀における大学の使命と役割」  
第 2 回シドニー大学（オーストラリア）「21 世紀における大学、都市及び社会」 
第 3 回ウォリック大学（イギリス）「グローバル・エデュケーション 21 世紀の大学」 
 

AC21 メンバー大学： 
(アメリカ) ノースカロライナ州立大学、(イギリス) ウォリック大学、(インドネシア) ガジャマダ大学、

(オーストラリア) シドニー大学、(タイ) カセサート大学、チュラロンコン大学、(中国) 南京大学、吉

林大学、華中科技大学、復旦大学、上海交通大学、同済大学、東北大学、北京大学、中国科学技術大学、

(ドイツ) ケムニッツ工科大学、フライブルク大学、(日本) 名古屋大学、(フランス) ポンセジョセ工科

大学、(ラオス) ラオス国立大学 



資料２ 

 

名古屋大学日本法教育研究センター（在カンボジア国）の 

設立趣旨及び開所式について 

 
【プロジェクト名】「アジア法整備支援事業－体制移行諸国における法曹養成－」 
【概 要】プノンペン王立法経大学内に名古屋大学日本法教育研究センターを設置し、 
日本語による日本法教育を実施する。 
【事業実施主体】名古屋大学大学院法学研究科、同法政国際教育協力研究センター 
【事業計画期間】平成２０年９月～ 
１．目的  
 本事業は、プノンペン王立法経大学と協力して、学部学生に対して日本語による日本法

教育を行うことにより、日本語が堪能で日本法に精通した法曹を育成し、法学教育を通し

て法整備支援に貢献しようとするものである。 
 
２．事業内容 

（１）プノンペン王立法経大学の法学部の新入生から 20 名選抜して、日本語および日本法

教育を 4 年間にわたって実施し、優秀な学生を卒業後に名古屋大学大学院法学研究科の

修士課程に優先的に留学できるようにする。 
（２）名古屋大学をはじめ日本の大学法学部で学び帰国した留学生たちに対して、フォロ

ーアップ研修を行うと共に、卒業生のネットワーク化をはかる。 
（３）日本法図書室を設置し、学生・卒業生が日本法を学習するための便宜をはかる。 
（４）現地の研究・教育機関との共同研究の拠点とする。 
 
３．期待される成果 

 本事業は、欧米からの「輸入型」であった日本の法学と法学教育を世界へ向けた「情報

発信型」へと転換する点で、学問的効果と法学教育改善効果をもたらすことが期待される。

日本法に精通した法曹を養成すれば、将来、彼らが、裁判所、検察庁等の政府・司法機関

や国会等の立法機関、企業等の経済界で活躍することは間違いなく、日本のアジア地域に

おける対外的な友好関係を安定させ発展させることにも役立つものとなるだろう。 
 
４．開所式について 
 以上の意義に鑑み、名古屋大学日本法教育研究センター(在カンボジア国)開所式を 2008
年９月５日(金)、プノンペン王立法政大学において挙行する。 
 



＜備考＞ 

（１）日本法教育研究センター（在ウズベキスタン）を２００５年９月に設立 

この日本法教育研究センター（ウズベキスタン・モンゴル）については、２００６年６

月５日の「中央アジア＋日本」対話外相会合の「行動計画」の中で、「中央アジア諸国は、

日本の名古屋大学が中央アジア諸国を対象に法整備支援活動を継続し、２００５年９月に

タシケント国立法科大学内に日本法教育研究センターを設立したことを高く評価した」と

いう指摘を受けている。なお、同センターは２００５年９月に設立され、在ウズベキスタ

ン日本大使館から草の根文化補助を受けて、視聴覚機材を設備した。 
２００８年１０月には、第１期生の卒業生をだし、２名の学生が本学法学研究科に入学

している。更に２００９年４月２名、１０月には３名の入学の予定である。 
（２）日本法教育研究センター（在モンゴル）を２００６年９月に設立 

この日本法教育研究センター（在モンゴル）については、モンゴル国立大学法学部内に２

００６年９月に設立し、教育を始めた。この開所式には、文部科学省から近藤審議官、大

山国際協力政策室室長、野沢国際課長補佐らの出席をいただいた。また、在モンゴル日本

大使館の市橋大使の出席をいただいた。 
(３) 日本法教育研究センター（在ベトナム）を２００７年９月に設立。 

この日本法教育研究センター（在ベトナム）については、ハノイ法科大学内に２００７年

９月に設立し、教育を始めた。この事務室の開所式を２００７年３月に行い、文部科学省

から下敷領国立大学法人支援課長補佐、山路法人支援課総務係長の出席をいただき、９月

の開所式には文部科学省から梅沢国際協力室室長の出席をいただいた。また、在ベトナム

日本大使館の服部大使の出席をいただいた。 
なお、同センターは在ベトナム日本大使館から草の根文化補助を受けて、視聴覚機を設備

した。 
 

参考 

 カンボジア法経大学とは、１９９９年３月に名古屋大学法学研究科との間で学術交流協

定を締結した。 



資料３ 

 

知的クラスター創成事業（第 2期）の採択について 

 

○愛知県、名古屋市及び岐阜県が共同提案しておりました「東海広域ナノテクものづく

りクラスター」構想が、「平成 20 年度知的クラスター創成事業（第 2期）」の採択を受

けました。 

 

１．知的クラスター創成事業とは 

平成14年度から新たに文部科学省が策定した産学行政の連携事業で、「地域（自治体）の主体

性を重視し、知的創造の拠点である大学等の公的研究機関を核とし、関連研究機関、研究開発

型企業等が集積する研究開発能力の拠点（知的クラスター）の創成を目指す」事業です。

知的クラスター創成事業（第 2期）は、第 1期事業（平成 15 年度～平成 19 年度）の成果

を踏まえ、地域の自立化を促進しつつ、経済産業省をはじめとする関係府省と連携して、

「選択と集中」の視点に立ち、世界レベルのクラスター形成を強力に推進することを目的

しています。第 2 期事業には、全国 6 地域が応募し、3 地域（東海広域、富山・石川地域、

京都およびけいはんな学研地域）が選ばれました。 

 

２，「東海広域ナノテクものづくりクラスター」について 

（１）構想名 

東海広域ナノテクものづくりクラスター 

～世界を先導する環境調和型高度機能部材の創製～ 

（２）提案主体 

愛知県、名古屋市、岐阜県 

（３）事業の概要 

第 2期事業は、新たに岐阜県の参加を得たことや三重県との連携により広域化し、東海広

域として、輸送機器、工作機械等の地域基幹産業の拠点機能の強化と、環境・エネルギー、

ロボット、健康長寿、航空宇宙等の次世代産業の創出を図ることにより、この地域が世界

有数のものづくり拠点として持続的に発展することを目指す。  

［主な参画機関］ 

【大学】名古屋大学、名古屋工業大学、名城大学、岐阜大学、豊橋技術科学大学、豊田工

業大学、中部大学等 

【公設試験研究機関等】愛知県産業技術研究所、名古屋市工業研究所、岐阜県セラミック

ス研究所、岐阜県機械材料研究所、岐阜県産業技術センター等 

【企業】地域企業を中心に 56 社 

【連携支援機関】(財)名古屋都市産業振興公社、(財)岐阜県研究開発財団 

 

（４）事業実施期間及び事業費（国からの委託費：予定） 

  平成 20 年度 約 10．7 億円、平成 21 年度～平成 24 年度 約 10．8 億円×4年間  

 計 約 54 億円 

 

３，名古屋大学における研究内容 

（１）先進プラズマナノ基盤技術の開発（代表者：工学研究科 教授 堀 勝） 

プラズマの発生や状態を制御し、微細加工装置や、部材の表面処理装置等を開発する。 

（２）表面機能化による先進ナノ部材の開発（エコトピア科学研究所 教授 高井 治） 

部材表面を化学変化させる技術を開発し、表面機能を飛躍的に向上させた部材を開発する。 

（３） 先進プラズマナノ科学研究拠点形成プログラム（工学研究科 教授 堀 勝） 

国内外の大学を始めとする国際的ネットワーク形成を機軸に、先進プラズマナノプロセス

技術の研究開発、国際会議の開催、人材育成・人的交流等を展開する。 



主 催 名古屋大学／東海テレビ放送

■開催日

平成20年9～10月
（全8日間）

■会場

名古屋大学
野依記念学術交流館

■受講料

＜通し＞ ¥30,000-／全講座

全8日間 全24コマ

＜ﾏﾝｽﾘｰ＞ ¥18,000- ／9月or10月

各4日間 全12コマ

＜講座別＞ ¥15,000-
基本講座のみ 8日間 全12コマ

同窓生講座のみ 8日間 全12コマ

専門講座のみ 8日間 全12コマ

資料４



講座講師担当表 会場：野依記念学術交流館 変更の可能性有りますので御了承下さい。 敬称略

日時 2008年
9月13日
土曜日

2008年
9月14日
日曜日

2008年
9月21日
日曜日

2008年
9月28日
日曜日

2008年
10月4日
土曜日

2008年
10月11日
土曜日

2008年
10月12日
日曜日

2008年
10月25日
土曜日

基本講座
通称：学び学び

講座

「なぜ学ぶのか」

10:00-11:30

文学研究科

町田健教授

「言語学を
学ぶ意味」
*フジＴＶ系列放

送「タモリのジャ
ポニカロゴス」
でおお馴染み

経済学研
究科

家森信善
教授

「経済学を
学ぶ意味」

理学研究科

福井康雄教
授

「天文学を
学ぶ意味」

多元数理
科学研究
科

宇沢達教
授

「数学を学
ぶ意味」

生命農学研
究科

前多敬一郎
教授

「農学を学ぶ
意味」

丹羽宇一郎
伊藤忠商事
会長

*同窓生講座別

枠

*テーマ 未定

情報科学研
究科

戸田山和久
教授

「哲学を学
ぶ意味」

文学研究科

塩村耕教授

「文学を学ぶ
意味」

同窓生講座
通称：

プレミアム講座
同窓生講座

「本学ＯＢは何を
いつ学んだの
か」

13:00-14:30

水谷研治

エコノミスト

テーマ

「経済に学
ぶ日本の将
来」

吉田 純
名大名誉教授

東名古屋病院
院長

テーマ

「学び続け
る脳と医
療」

宮本延春
豊川高等学校
教諭・教育再生
会議委員・エッ
セイスト

『オール1の落

ちこぼれ教師に
なる』著者

通称「オール1
先生」

*テーマ未定

柴田昌治

日本ガイシ
代表取締役
会長

テーマ

「元気な製
造業に学
ぶ成功の
鍵」(仮)

野依良治
名大特任教授

ノーベル賞受賞
者

テーマ

「人類存続
のための知
の統合」

ジョン・

ギャスライト

エコロジー空間
プロデューサー

テーマ

「愛知の森に
学んだ自然の
癒し」

北村明美

弁護士

テーマ

「相続に学ぶ
家族の絆」

堀内 守

名古屋大学

名誉教授

テーマ

「学びの後に
続くこと～本
講座をきっか
けに～」

専門講座
通称：

アラカルト講座

「現代の諸相か
ら学ぶ」

14:40-16:10

諏訪哲史

芥川賞作家

テーマ

「なんで読ま
なきゃ書い
ちゃいけな
いの? なぜ

なぜ」

若山 滋

建築家

テーマ

「建築様式
に見る日本
の文明」

所 鳳弘

染織家

テーマ

「色は世に
つれ、・日本
の伝統色」

冨田信子

話し方・朗
読研究家

テーマ

「日本語が
アブナイ?
語り継ぎた
い言葉」

堀田あけみ

作家

テーマ

「個性溢れる
子育てと社
会」

髙松 明

名古屋証券
取引所常務

テーマ

「激動する資
本市場・そ
の最近の動
き」

杉江弘充

ジャーナリスト

テーマ

「緊迫してい
る東アジア
を知ってま
すか?」

川原敬美

愛知国際病
院顧問

テーマ

「県内初の
ホスピス理
念と実践」



資料５

日（曜日） 会議の名称（部局）

4日(月) 役員会

日（曜日） 会議の名称（部局）

1日(金) センター会議(高等教育研究センター)

11日（月） 主任会（理学部・理学研究科）

13日(水) 専攻長会議(情報科学研究科)

15日(金)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会（理学部・理学研究科）

27日(水) 臨時専攻長・学科長会議(工学部・工学研究科）

名古屋大学平成20年8月月間予定表
                               （教育記者会用）
○役員会等

○部局の諸会議



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

7月5日（土）～9
月14日（日）

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

8月1日(金)
環境学研究科シンポジウム
「環境問題の核心とは何か」

場所：環境総合館１階レクチャーホール
時間：15:00～17:30　（開場14:30）
プログラム：
第1部　講演
講演者：武田邦彦（中部大学教授）、佐野　充（環境学研究
科教授）、神沢　博（環境学研究科教授）
第2部　パネルディスカッション
パネリスト：　武田邦彦（中部大学教授）、佐野　充（環境学
研究科教授）、神沢　博（環境学研究科教授）、竹内恒夫
（環境学研究科教授）
司会：黒田達朗（環境学研究科教授）
定員：150名（先着順）
参加無料

環境学研究科
黒田研究室
052-789-4744
http://www.env.nagoya-
u.ac.jp/news/pub/20080801.pdf

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セミ
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5日（火）
第44回高等教育研究センター
客員教授セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16:00～
講演者：米澤彰純（東北大学高等教育開発推進センター准
教授）

高等教育研究センター事務室
052-789-5696

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）「数学でこんな事
がわかる」

場所：理１号館
時間：10:00～16:40
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7日（木）

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
および　電子回路工作（テルミ
ン）

手のひらサイズのスターリングエンジンを製作する企画と、
手をかざして音楽を奏でる「テルミン」の簡易タイプを製作
する企画を同時開催します。
場所：工学研究科創造工学センター
時間：10:00～16:30
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：名古屋市科学館、岐阜県飛騨地方
時間：8/9　13:30～16:30、8/10　9:00～17:00（予定）
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11日（月）、12
日（火）

情報科学研究科博士課程前
期課程入学試験

8月11日：筆記試験、8月12日：口頭試験
情報文化学部・情報科学研究科
教務学生掛
052-789-4721

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
時間：13:00～15:00
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23日（土）～
25日（月）

理学研究科・名古屋市科学館
共催　第17回公開セミナー「天
文学の最前線～元素から生命
へ～」

○8月23日（土）　場所：名古屋市科学館 サイエンスホー
ル
　10:15～11:05　加藤　學（JAXA宇宙科学研究本部教授）
　11:15～12:05　渡邊　誠一郎（環境学研究科教授）
　13:30～14:20　阿部　文雄（太陽地球環境研究所准教授）
　14:35～15:25　佐藤　修二（理学研究科教授）
　16:00～17:00　座談会
　17:30～18:30　プラネタリウム　小林　修二（名古屋市科
学館学芸員）
○8月24日（日）　場所：名古屋大学IB電子情報館
　10:00～10:50　吉田　直紀（理学研究科助教）
　11:05～11:55　野本　憲一（東京大学教授）
　13:30～14:20　常深　博（大阪大学教授）
　14:35～15:25　河村　晶子（理学研究科研究員)
　16:00～17:00　座談会
　17:00～18:00　懇談会
○8月25日（月）　場所：名古屋大学野依記念学術交流会
館他
　10:00～　ポスター展示、研究室見学
開催趣旨：市民の皆様に天文学、宇宙物理学研究の最新
成果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、名古屋大学大学
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
年開催しております。
対象：高校生以上
定員：300名（高校生・大学生・教員優先。研究室見学は定
員100名）

理学研究科
Ux研　「公開セミナー」係
052-788-6194



8月26日（火）、27
日（水）

SPP理数系教員指導力向上研
修事業「リカレント遺伝・進化
学講座」

場所：野依記念学術交流館及び遺伝子実験施設
時間：9:00～17:00
講演者：遺伝子実験施設教員
対象：愛知県内の高校理科教員40名
参加無料
現代生物科学の進歩を伝える。また、簡単なDNA組換え実
験も行う。

遺伝子実験施設
杉山康雄
052-789-5943

8月27日(水)～29
日(金)

名古屋大学技術職員研修 場所：工学研究科ほか
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

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：学校紹介、体験授業等
要事前申込（締切：8月26日）

教育学部附属学校
鈴木善晴
052-789-2680

8月30日（土） 第86回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:00～14:30
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

8月30日（土）
故 天野 政千代教授
名古屋大学文学部葬

場所：シンポジオンホール
時間：14:00～（受付開始：13:00～）

文系総務課総務グループ
052-789-2202

8月31日（日）
ライフトピア・シンポジウム
高齢期の生活習慣病

場所：大幸キャンパス　東館4階大講義室
時間：14：00～16：30（13：30受付開始）
定員：220名（事前申込制）
参加無料
講演内容：暮らしの中で健康づくり
講演者：山田純生（医学部保健学科理学療法学専攻教
授）、佐藤祐造（愛知学院大学心身科学部長・教授）
共催：愛知県

医学部老年情報学寄附講座（ライ
フトピア事務局）
052-719-1951

9月4日(木)～5日
(金)

名古屋大学課長補佐研修 場所：豊田講堂第一会議室
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

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5日（金）
日本法教育研究センター（在カ
ンボジア国）開所式

場所：プノンペン王立法経大学
法政国際教育協力研究センター
052-789-4263

9月6日(土) 第87回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:00～14:30
講演題目：「遺伝的アルゴリズムと看護師勤務表自動作
成」
講演者：吉川大弘（工学研究科准教授）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767



9月6日(土)
第23回博物館コンサート
(NUMCo)「名大軽音楽部現役
×OBジャズセッション」

場　所：博物館展示室
時間：15:30～16:30
演目：未定
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

9月6日（土）
名古屋大学オープンカレッジ・
「自由奔放！サイエンス」

場所：経済学研究科・カンファレンスホール
時間：10:00～12:00
講演内容：「新約聖書の美術：キリストの生涯を描いた
               絵画を読む」
講演者：木俣元一（文学研究科教授）

経済学研究科
エクステンション・サービス
Fax:052-788-6197
URL:  http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

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：秋山晶則（岐阜聖徳学園大学教育学部教授）
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10日(水)～12
日(金)

東海・北陸地区国立大学等技
術職員合同研修

場所：環境学研究科ほか
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

9月13日(土) 第88回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:00～14:30
講演題目：「水、水、水：不思議な水」
講演者：大峯　巌（理学研究科教授）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

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）
定員：20名
参加無料、要事前予約

柔道部部長
瓜谷章（工学研究科教授）
052-789-3797

9月13日(土)～10
月25日（土）
（全8回）

学びの秋講座 場所：野依記念学術交流館

研究協力部社会連携課
052-788-6144

東海テレビ放送
052-962-2080

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
講演題目：「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17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：「ヒトの進化：DNAから見た人類学①」
講演者：山本敏充（医学系研究科准教授）
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

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「大学教員をめざ
す君へ」

場所：全学教育棟南1階
時間：10:00～16:00
参加無料
大学教授職や研究職を希望する大学院生を対象とした
ワークショップです。

高等教育研究センター事務室
052-789-5696



9月17日（水）、18
日（木）

国際言語文化研究科入学試
験

願書受付期間：8月18日（月）～22日（金）
文系教務課国際言語文化研究科
入試担当
052-789-4881

9月19日（金）
医系研究棟２号館・保健学科
新本館　新築記念式典

場所：中央診療棟3階講堂
時間：16:00～
無料（招待者のみ）

医学部・医学系研究科総務第一
掛
052-744-2774

9月19日（金）、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20日(土) 第89回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:00～14:30
講演題目：「人体シミュレーション－画像に基づく手術シミュ
レーション」
講演者：森　健策（情報科学研究科准教授）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

9月25日（木） テクノ・フェア名大2008

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企画してものである。
場所：工学部IB電子情報館
時間：10:00～17:00

工学部・工学研究科総務課総務
掛　　　　　　　　　　　　　　　　　電
話：052-789-3406

9月26日（金） 留学生特別コース学位授与式 場所：野依記念学術交流館
学務部学務企画課
052-789-2159

9月27日(土) 第90回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：10:30～12:00
講演題目：「台風のシミュレーション」
講演者：坪木　和久（地球水循環研究センター准教授）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

9月27日(土)
〔博物館友の会会員向け〕ボタ
ニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～17:00
定員：20名
参加費：5，000円（年10回受講）

博物館事務室
052-789-5767

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

9月30日（火） 第1回論文書き方講座

場所：全学教育棟1階C15講義室
時間：14:30～16:00
対象：本学在籍の学部1・2年次の学生　当日先着80名
2008年度名古屋大学論文コンテストの一環として開催。

高等教育研究センター事務室
052-789-5696

10月1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：「ヒトの進化：DNAから見た人類学②」
講演者：山本敏充（医学系研究科准教授）
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

10月4日（土） 医学部　鶴舞公開講座

場所：中央診療棟3階講堂
時間：13:00～
アルツハイマー病，パーキンソン病，褥瘡についての講演
会
参加無料

医学部・医学系研究科総務第一
掛
052-744-2423



10月5日（日）
ライフトピア・シンポジウム
高齢期の生活習慣病

場所：大幸キャンパス　東館4階大講義室
時間：14：00～16：30（13：30受付開始）
定員：220名（事前申込制）
参加無料
講演内容：健やかで健康な長寿のために
講演者：島岡清（総合保健体育科学センター教授）、安藤
富士子（愛知淑徳大学医療福祉学部教授）
共催：愛知県

医学部老年情報学寄附講座（ライ
フトピア事務局）
052-719-1951

10月9日（木）
国際開発研究科
留学生のための就職支援セミ
ナー第3回

場所：国際開発研究科多目的オーディトリアム
時間：13:00～15:00
講演者：未定
参加無料

国際開発研究科
浅川晃広講師
052-789-4564

10月11日（土）
教育学部附属学校　学校説明
会

場所：豊田講堂
時間：9:00～10:00　高校受験生、11:00～12:00　中学受験
生
対象：附属学校の受験を希望される方および保護者

教育学部附属学校
斉藤眞子
052-789-2680

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3日（月･祝）
教育学部附属学校
オープンキャンパス

場所：教育学部附属学校
時間：9:30～12:00
内容：学校紹介、体験授業

教育学部附属学校
鈴木善晴
052-789-2680

11月5日（水）
国際開発研究科
留学生のための就職支援セミ
ナー第4回

場所：国際開発研究科第1会議室
時間：13:00～15:00
講演者：未定
参加無料

国際開発研究科
浅川晃広講師
052-789-4564

11月8日(土)、9
日(日)

総合保健体育科学センター
公開講座「健康開発のための
運動基礎理論」（講義および実
習）

場所：大幸キャンパス
時間：11/8　10:30～16:10､11/9　10:00～15:40
対象者：健康増進関連施設等で指導や企画に携わってい
る専門職業人
募集人員：25名
受講料6200円
※要事前申込

総合保健体育科学センター
事務室
052-789-3946
島岡清教授
052-789-3951

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/

11月18日（火） 第2回論文書き方講座
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

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
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