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平成２０年度 第９回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 名古屋大学レクチャーの開催について（資料１） 

 

２ 名古屋大学学術憲章の一部改正について（資料２） 

 

３ 工学研究科附属複合材工学研究センターの設置について（資料３） 

 

４ 新国際交流会館（仮称）の建設及び南部食堂の全面改装について（資料４） 

 

 ５ 寄附講座の設置について（資料５） 

 

 ６ 第３回予防早期医療創成プロジェクトシンポジウムの開催について（チラシ） 

 

 ７ 今後の本学の行事予定（資料６） 

 

 ８ その他 

        次回開催日について



資料１ 

 
名古屋大学レクチャーの開催について 

 
「名古屋大学レクチャー」は、文系・理系を問わず、世界最高水準の高名な研究者の

講演を、広く一般市民の皆様にも公開して、現代世界の最高の「知」に触れて頂くため

に行われるものです。 

 このたびの「名古屋大学レクチャー」では、２００８年ノーベル物理学賞受賞者であ

る益川敏英博士（本学特別招へい教授・京都産業大学教授）及び小林誠博士（本学特別

招へい教授・日本学術振興会理事）を講演者としてお招きし、下記のとおり開催します。 

 

記 

 

開催日時: 平成２１年２月７日（土） 
 

開催場所: 名古屋大学豊田講堂 
 

主  催: 名古屋大学 
 

共  催: 中日新聞社、日本経済新聞社 
 

プログラム（１３：００～１７：００） 

開会あいさつ（平野眞一総長） 

解説「素粒子とは」（山脇幸一理学研究科教授） 

解説「宇宙進化の謎と素粒子」（杉山 直理学研究科教授）  

講演「ＣＰ対称性の破れと素粒子の模型」（小林 誠博士） 

講演「ＣＰ対称性の破れが我々に語ったこと」（益川敏英博士） 

質疑応答 

 

 

本件についての問い合わせ先: 

名古屋大学高等研究院 TEL０５２－７８８－６１５３  

 

 



 
                           

資料２ 

 

名古屋大学学術憲章 
 
 
 名古屋大学は、学問の府として、大学固有の役割とその歴史的、社会的使命を確認し、その学術

活動の基本理念をここに定める。 
 
 名古屋大学は、自由闊達な学風の下、人間と社会と自然に関する研究と教育を通じて、人々の幸

福に貢献することを、その使命とする。 とりわけ、人間性と科学の調和的発展を目指し、人文科

学、 社会科学、自然科学をともに視野に入れた高度な研究と教育を実践する。このために、以下

の基本目標および基本方針に基づく諸施策を実施し、基幹的総合大学としての責務を持続的に果た

す。 
 
 １．研究と教育の基本目標  

  (１)名古屋大学は、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。 
      (２)名古屋大学は、自発性を重視する教育実践によって、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。  
 

 ２．社会的貢献の基本目標  

  (１)名古屋大学は、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。 
  (２)名古屋大学は、その立地する地域社会の特性を生かし、多面的な学術研究活動を通じて地 
  域の発展に貢献する。 
  (３)名古屋大学は、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。  
 
 ３．研究教育体制の基本方針  

  (１)名古屋大学は、人文と社会と自然の諸現象を俯瞰的立場から研究し、現代の諸課題に応え、 
  人間性に立脚した新しい価値観や知識体系を創出するための研究体制を整備し、充実させる。 
  (２)名古屋大学は、世界の知的伝統の中で培われた知的資産を正しく継承し発展させる教育体 
  制を整備し、高度で革新的な教育活動を推進する。 
  (３)名古屋大学は、活発な情報発信と人的交流、および国内外の諸機関との連携によって学術 
  文化の国際的拠点を形成する。  
 
 ４．大学運営の基本方針  

  (１)名古屋大学は、構成員の自律性と自発性に基づく探究を常に支援し、学問研究の自由を保 
  障する。 
  (２)名古屋大学は、構成員が、研究と教育に関わる理念と目標および運営原則の策定や実現に、 
  それぞれの立場から参画することを求める。 
  (３)名古屋大学は、構成員の研究活動、教育実践ならびに管理運営に関して、主体的に点検と 
  評価を進めるとともに、他者からの批判的評価を積極的に求め、開かれた大学を目指す。 



資料３ 

工学研究科附属複合材工学研究センターの設置について 

 

研究科名 工学研究科 設置予定年月日 平成２１年 ２月 １日

名称 複合材工学研究センター（工学研究科附属） 設

置

案

付

属

施

設 

設 

置 

目 

的 

及 

び 

概 

要 

１．設置の目的 

本格化する複合材の産業製品化を背景に、複合材工学に関する研究及び教育環境を充

実させるとともに、地域密着型の研究開発拠点を形成する。なお、本センターの時限は

平成２５年３月３１日までとする。 

 

２．複合材工学研究センター設立の必要性 

近年、特に、航空機において構造材料は大きな変化を遂げつつある。最新では、炭素

繊維複合材（CFRP）などの複合材料が航空機主翼などの主構造にも大幅に取り入れられ

てきている（例えば B787 で 50%、A350 で 52%）。平成 15 年経済産業省により立ち上げ

られた国家プロジェクト「環境適応型高性能小型航空機研究開発」が、平成 20 年 3 月

になされた三菱重工による Mitsubishi Regional Jet (MRJ)として実現する事業化判断

へと進展した。この初の国産ジェット旅客機も、CFRP を本格的に主翼構造とする設計と

なっている。このような先端的複合材料の素材生産においては、現在、我が国が世界市

場で圧倒的なシェアを保っており、今後は、さらに、航空機のみならず、自動車、高速

列車などでも重要な構造部材となることが予想される。 

このようななかにあって、中部地区は、現在、我が国の航空宇宙産業の中心であり、

国及び自治体での関連調査研究において、複合材研究開発の中核拠点にすべく、重要性

が指摘されている。その一方、炭素繊維複合材の普及には，新しい構造形態としての設

計、加工、組立修理、検査、品質管理、作業環境などにおいて、取り組むべき技術課題

も多く、これらの課題の迅速な解決が要請されている。さらには、新たなより高機能の

複合材の開発が期待されている。このような背景において、大手航空機製造企業からも

中部地区に位置する本学に対して、複合材に特化した研究及び教育拠点の設置を求める

強い要望が出されている。 

 

３．構成と主要施設

 教員（専任：准教授１名、助教１名、兼任：教授７名、講師１名）、客員教員２名、

研究員（若干名）、事務補佐員から構成される。 

主要施設：構造試験設備、複合材加熱成形装置等 

 

４．事業の概要 

航空宇宙分野の複合材製品化を背景に、今後の関連する技術課題の解明を図り、この

分野の教育環境、研究環境の充実を図る。具体的には、 

１）研究プログラム：国内航空機メーカとの共同研究、宇宙航空研究開発機構(JAXA)

との共同研究及び受託研究の実施 

２）教育プログラム：航空宇宙機設計工学講座（JAXA 連携）を通じた、複合材工学教

育と研究の促進 



３）複合材に関する新たな技術開発、特に情報システム技術を活用したインテリジェ

ント複合材および新たな素材を用いた高機能複合材の開発 

４）自動車、高速輸送車両などの他分野への複合材構造の適用検討 

などを行う。 

 

５．中期目標及び中期計画との関連性 

名古屋大学の研究に関する中期目標では「高度な学術研究の成果を挙げるための組織

と環境を整備する」と謳われ、その目標を達成するための中期計画を「高いレベルの基

盤的学術研究体制の上に、重点分野に対する中核的研究拠点の形成を図る」としている。

また「研究所・センター等の研究実施体制を継続的に見直し、必要に応じて弾力的に組

織の統合・再編，新組織の創設を進める」としている。さらには「魅力ある独自な教育

プログラムを提供し、優れた人材の育成を図る」ことが目標として掲げられている。本

拠点の形成は、これらの中期目標・中期計画に合致し、時宜を得た事業として位置づけ

られるものである。 

 

６．期待される効果 

本センターによって、学内を横断する教育及び研究活動体制と我が国の航空宇宙関連

機関及び産業との連携協力体制を確立することにより、その活動は、広く関連機械産業

を含む航空宇宙技術分野の人材育成、中部地域が拠点となっている航空宇宙関連産業へ

の技術貢献、及び、さらなる先端的複合材料研究の発展に貢献することが期待される。

 

 



航空宇宙産業フォーラム

中部地区地域産業
国産小型旅客機開発

•複合材構造試験
•品質、信頼性評価
•新複合材料開発
•複合材の切削加工技術開発
•CFRP等複合材切削時の粉塵

対策および粉塵影響評価
•複合材部品加工時の変形・歪
制御・矯正技術開発

•大量高効率成形技術開発
•複合材の耐熱性向上
•インテリジェント複合材開発
•新構造形態創成
•落雷対策
•検査法および修理法の開発
•ライフサイクル、再利用技術
•複合材環境安全評価

航空宇宙機設計工学講座（連携）

企
画
協
議
会

運営委員会

連携協力協定 名大-ＪＡＸＡ 2008.7.4

複合材工学研究センター複合材工学研究センター



複合材工学研究センターの特色

• 中部地区に強く関連する航空宇宙
産業の発展的な現状を踏まえ、実
用レベルとなりつつある複合材構
造の課題と問題解決の先端的研
究をおこなう

• さらに、今後さらに拡大が見込ま
れる複合材構造の応用に関して、
幅広く長期的視野に基づく先行研
究をおこなう。この一つとして、ヘ
ルスモニタリング情報システムとし
て捉える複合材構造研究を重点化
する

中部国際空港

愛知県営空港

名古屋大学

三菱航空機



 

 

 

平成２１年１月２６日 

 

教育記者クラブ加盟記者 殿 

 

                    名古屋大学工学部・工学研究科総務課 

 

                                                                 

「工学研究科附属複合材工学研究センター看板上掲式」の御案内 

 

 謹啓 時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 このたび、本研究科では、産業製品化が本格化する複合材料開発の地域密着型中核

研究拠点となるべく、２月１日付けで、横断的組織として複合材工学研究センターを

設置することになりました。 

 つきましては、同センターの看板上掲式を下記のとおり挙行いたしますので、貴社

発行の新聞及びニュース等において上掲式を取り上げていただきたく、よろしくお願

いいたします。 

敬 具 

 

記 

 

   日   時：平成２１年２月２日（月） 

        １１：００～１１：１０ 看板上掲式（工学部２号館３４１室扉横） 

                １１：１０～１１：３０ 趣旨説明（３４７号室） 

場   所：名古屋大学工学２号館２階航空大会議室（３４７号室） 

出席予定者：名古屋大学関係者 

            宇宙航空研究開発機構研究開発本部長 

            三菱重工株式会社名古屋航空宇宙システム製作所長 
 

 

 

   問い合わせ先：名古屋大学工学部・工学研究科総務課 

             ＴＥＬ：０５２－７８９－３４０６ 

          E-mail：techno@milky.engg.nagoya-u.ac.jp 

 

 

 



資料４

新国際交流会館（仮称）の建設について

現在の本学の留学生用宿舎は，単身室２０４，夫婦室２５，家族室２の総計２３１室で

あり，原則として半年間の入居を認めている。

本学の更なる国際化と留学生３０万人計画を推進するにあたり，今後は大幅な留学生の

増加が見込まれ，留学生用宿舎の更なる増築を考慮する必要が生じたため，山手団地（昭

和区高峯町）敷地に新たに留学生用宿舎を建設することとした。着工は平成２１年度で，

平成２２年４月からの供用開始を予定している。

新会館の概要は以下のとおり。

建物概要

構 造 鉄筋コンクリート造 ３階建

延床面積 ２，２６５㎡

施 設 居室（９４室 ，管理人室，洗濯室（各階 ，多目的室（来訪者応接室）） ）

居室概要

居室面積 約１５㎡

（ ）， ， ， ， ， （ ）居室設備 ミニキッチン 電化 ユニットバス ベッド 机 収納 空調 冷暖房





南部食堂（仮称）の改築について 
 
 本学では、学生生活に係る南西部地区の環境整備の一環として、学生のニーズ・要望を

踏まえ、築後約４０年を経過し老朽化が進んでいる南部食堂を、快適で開放感のある食事

空間として改築することとなりました。 
 
【工事期間】 
 工事期間は、新年度ガイダンスを終え授業開始後１ヶ月余り経過した、平成２１年６月

頃より翌年（平成２２年）２月までで、その後設備・什器を整え、新年度である４月から

新食堂として営業開始の予定となっています。 
 
【新南部食堂（仮称）の特徴】 
 面積： ２,５６０㎡  [２階建（一部地階）]  
     （各階毎の面積は、現在設計段階であり確定していません）    
 
 学生のキャンパスライフの重要な部分である食生活環境へのニーズは多様化しています。 
新食堂は、昼食時の混雑緩和を図り、安全で安心できる食事の提供はもちろん、「憩い」と

「ゆとり」の場として、食事以外でも学部生・大学院生・教職員に広く開放されたアメニ

ティ空間となることを目指します。 
 
 
※添付資料： 現南部食堂写真 [ １階建（一部地階）] 
       新南部食堂模型写真 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  南部食堂（西側から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  南部食堂（中央入口） 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   南部食堂内 
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資料５

寄附講座の設置について

大 学 等 名 名 古屋大学 寄附講座等の 医療システム管理学寄附講座
(学部・学科等名) （ 医学部） 名 称

設 置 期 間 平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日(新規)

担 職 名 ふ り が な 任 用 期 間 備 考
氏 名 （前 職）

当
平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日すぎうら しんいち

教 准 教 授 (名古屋大学医学部附属病院・医療経営管理部 講師）杉浦 伸一

平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ 6 年 ３ 月 ３ １ 日員 きのした くにのり

講 師 (名古屋大学医学系研究科・予防早期医療創成センター研究員）木下 邦則

寄附者名 大洋薬品工業株式会社 代表取締役 新谷重樹
寄 附 者

所 在 地 〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目24番11号

総 額
寄 附 金 寄附金額 200,000,000円

本講座は、欧米の多くの医療経営系の大学院で中核となっている医療政策
学科目にGPSを活用して医療機関情報と地理情報を結びつけ、様々なデータを
重層して情報分析や地図表現をする地理的医療情報システム（GMIS＊；ジー
ミス）に基づいた医療経営・医療マネジメントの分野と、携帯電話などのモ
バイル端末を利用して、インターネット上に新たなデータベースを構築する
ユビキタス移動体インフラ（UMIS＊＊；ユーミス）を利用した医療コミュニ
ケーションの分野を、加えて構成し医療・保健に関する幅広い諸課題につい

教育研究 て総合的な教育・研究を行う。
本講座は、医療の求める新たな分野の高度専門職業人の養成に力点を置いた

の 概 要 教育課程を編成する。このため、教育課程の区分として医療システム管理学
を、GMIS分野とUMIS分野の二分野に分けて教育および研究を施行する。同時
に、教育の実践においては学生個々の目的・適性・能力等に応じ、さらなる
専門的、実践的な知見を深めることを目指す。
GMIS分野では全国の医科・歯科・薬局・高齢者福祉施設などの基本データや
診療機能データを搭載・整備し、統計学的手法や情報解析学的手法を用いて
予防・早期医療・地域医療などのテーマごとに解析論を展開する。地理情報
に基づいた医療・福祉行政の方向性としくみ、公衆衛生を理解し、我が国の
現行システムの問題点を把握する。医療行政と医療政策にとって必要な地理
情報や海外医療情報などを収集し、地理情報との関係を解析する教育実習を
行うことで、これら分野を目指す学生を指導する。
UMIS分野では医療システムの管理の基礎知識を既に修得した学生を対象にし
ており、携帯電話をモバイル情報伝達システムにおける「個」を特定する道
具として、より広い視野で「管理」を考えることができるよう、「医療シス
テム」について教育する。具体的には、UMISを用いて、病診・病病・病薬・
病官連携などの「群」と「群」の連携も見据えつつ、医師と医師・医師と患
者・医師と薬剤師・薬剤師と患者という「個」と「個」を結ぶユビキタス移
動体インフラを利用したデータ解析を実施し、医療行政を担う人材の育成を
図る。
＊GMIS：Geographic Medical Information System
＊＊UMIS：Ubiquitous Mobile Infra Structure

備 考 平成２０年１２月１７日 医学部教授会承認
平成２１年 １月 ９日 設置決定（総長承認）











資料６

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

2日（月） 役員会

16日（月） 役員会

17日(火) 部局長会・教育研究評議会

21日（土） 経営協議会

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

4日（水） 教授会（経済学部・経済学研究科、医学部・医学系研究科、環境学研究科）

6日（金） センター会議（高等教育研究センター）

10日（火） 教授会（農学部・生命農学研究科）

12日（木）
医学部附属病院部長会
総務・予算委員会（教育学部・教育発達科学研究科）

13日（金） 教授会（国際開発研究科）

16日（月）
専攻長会議（情報科学研究科）
主任会（理学部・理学研究科）

18日（水）

教授会（文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、情報文
化学部・情報科学研究科、医学系研究科、国際言語文化研究科、総合保健体育科学セ
ンター）
専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）
専攻会議（多元数理科学研究科）
運営委員会（留学生センター）
学科会議（医学部保健学科）
保健学専門委員会（医学部保健学科）

19日（木） 教授会（教育学部・教育発達科学研究科）

20日（金） 教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)

23日（月） 教授会（多元数理科学研究科）

24日(火) 教授会(太陽地球環境研究所）

25日（水）
部門長会議（エコトピア科学研究所）
代議員会（人間情報学研究科）

名古屋大学　平成21年2月予定表
           （教育記者会用）



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

11月25日(火)～
3月28日（土）

第11回名古屋大学博物館特
別展「2008年ノーベル物理学
賞・化学賞受賞記念特別展」

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

1月31日（土）、2
月1日（日）

第4回地球教室（親子対象
フィールドセミナー）「ナゴヤで
化石をさがそう！」

場所：名古屋大学、名古屋駅、栄及び中電東桜会館
時間：13:30～16:30(1/31)、9:00～15:00（2/1）
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
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767

2月1日（日）

ライフトピア 老年学セミナー
大学院教育改革支援プログラ
ム「専攻横断型の包括的保健
医療職の育成」THP養成コー
ス認定公開講座

場所：大幸キャンパス保健学科東館4階大講義室
時間：13:30～15:30（13時受付開始）
講演題目：「老いていく社会 老年学（ジェロントロジー）の発
展」
講演者：柴田博（桜美林大学特任教授）
定員：220名（定員になり次第受付終了）
対象：学生、教職員、専門職の方など（学外参加歓迎）
参加無料
※要事前申込

医学部老年情報学寄附講座
（ライフトピア事務局）
052-719-1951
Fax: 052-719-1949
E-mail: geroinfo@med.nagoya-
u.ac.jp

2月5日（木）
高等教育研究センター
第46回客員教授セミナー

場所：文系総合館4階412号室
時間：16:00～18:00
講演題目：EUの高等教育改革　日本への示唆
講演者：舘 昭（桜美林大学教授）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5696
E-mail: info@cshe.nagoya-u.ac.jp

2月5日（木）

第3回予防早期医療創成プロ
ジェクトシンポジウム -"手の
ひらに名医・大病院" 成果と今
後の展望-

場所：野依記念学術交流館
時間：13:00～18:30
プログラム：
1.「ナノ治療イノベーションを実現する超分子ナノデバイス
設計（仮）」　片岡一則（東京大学教授）
2．「白血病と幹細胞」　直江知樹（医学系研究科教授）
3．「移動体での生体モニタリング－モデルベース・アプロー
チによる人の状態推定」　大日方五郎（エコトピア研究所教
授）

予防早期医療創成センター
052-789-5499
E-mail:　kou-
kyoten@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

2月5日（木）
平成20年度個人情報保護に
関する教育研修会（東山地区）

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：13:30～17:10
内容：「情報セキュリティについて（仮題）」　監査法人トーマ
ツ
「保有個人情報を取り扱う情報システムにおける安全の確
保等について」　竹内義則（情報連携統括本部准教授）
「保有個人情報の開示請求と文書管理について（仮題）」
市橋克哉（法学研究科教授）

総務課情報公開担当
052-789-2017

2月6日（金）

第23回国際経済政策研究セン
ター・キタン国際学術シンポジ
ウム「ものづくり経営における
英知」

場所：名古屋大学野依学術交流館
時間：13:45～17:30
講演者：Thomas Ahrens(Warwick Business School)、内山
田竹志(トヨタ自動車副社長)ほか
主催：経済学研究科附属国際経済政策研究センター
後援：(社)キタン会（経済学部同窓会）

経済学研究科附属国際経済政策
研究センター
052-789-4941
Fax:052-789-4942
E-mail:ercs@nul.nagoya-u.ac.jp
URL: http://erc2.soec.nagoya-
u.ac.jp/

2月6日（金）、7日
（土）

第2回日中大学学術フォーラム
場所：京都大学時計台記念館国際交流ホール
時間：18:30～（6日）、9:30～18:00（懇親会18:30～）（7日）

国際部国際企画課
052-789-2044

2月7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：「現代若者の職業観」
講演者：寺田盛紀（教育発達科学研究科教授）

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



2月7日（土）
2008年ノーベル物理学賞受賞
記念　名古屋大学レクチャー

場所：豊田講堂
時間：13:00～17:00
講演内容：「宇宙と物質の根源『対称性の破れ』のかなた
に」
講演者：益川敏英（特別招へい教授）、小林誠（特別招へ
い教授） 他
入場無料
※要事前申込

研究支援課高等研究院掛
052-788-6153
Fax: 052-788-6151

2月7日（土）

研究者の地頭をプロフェッショ
ナル仕様に鍛えるビジネス研
修シリーズ「第6回B人セミ
ナー」

場所：インキュベーション施設1階　プレゼンテーションルー
ム
時間：13:00～15:00
講演題目：「ビジネス基礎セミナー『仕事と人生がHAPPY
になるビジネスコミュニケーション』（全2回）」
講演者：藤本梨恵子（NPO法人名古屋NLP教育センター理
事、ファイン・メンタルカラー研究所代表）
※要2コマ連続受講、要事前申込
対象：若手研究者、元研究者で社会人の方
参加無料

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490
E-meil: support@b-jin.jp

2月9日（月）
高等教育研究センター
第76回招聘セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16:00～18:00
講演題目：フランス高等教育におけるボローニャ・プロセス
の展開　教育の質保証を中心に
講演者：マリー・フランソワーズ・ファブ・ボネ（パリ大学ナン
テール校教授）、田川千尋（パリ大学ナンテール校・京都大
学大学院生）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5696
E-mail: info@cshe.nagoya-u.ac.jp

2月9日（月）
キラル高分子工学（ダイセル）
寄附研究部門成果報告会

場所：環境総合館レクチャーホール（成果報告会）、 グリー
ンサロン東山レストラン花の木（懇親会・研究交流会）
時間：14:30～17:50（成果報告会）、17:50～19:30（懇親会・
研究交流会）
懇親会費：3,000円（当日受付窓口にて申込）

エコトピア科学研究所キラル高分
子（ダイセル）寄附研究部門
052-789-4601

2月10日（火）
第9回シンクロトロン光利用者
研究会～回折・散乱、蛍光分
析について～

場所：IB電子情報館
時間：14:00～（受付13:30～）
プログラム：
1. 「半導体表面界面の構造とひずみ」　秋本晃一（工学研
究科准教授）
2. 「放射光を用いる蛍光X線分析-極微量元素の非破壊分
析-」　早川慎二郎（広島大学助教授）
3. 「SPring-8でのピクセル検出器の利用研究の現状と展
望」　豊川秀訓（JASRI/SPring-8 ）
4. 「放射光による複雑系材料・現象のその場観察・構造解
析」　米村光治（住友金属工業株式会社）
5. 「アンケート集計回答②意見交換」渡邉信久（工学研究
科教授）
定員：100名
参加無料
※要事前申込

愛知県産業労働部新産業課科学
技術推進室担当　中尾
052-954-6352

2月11日(水)、25
日（水）、3月18日
（水）

〔博物館友の会会員向け〕手
製本講座

場所：博物館講義室
時間：13:30～16:30
講師：小澤眞美子
定員：16名
参加費：3,000円

博物館事務室
052-789-5767

2月13日（金）
平成20年度個人情報保護に
関する教育研修会（鶴舞地区）

場所：医学部附属病院中央診療棟講堂
時間：16:00～18:10
内容：「保有個人情報を取り扱う情報システムにおける安
全の確保等について」　竹内義則（情報連携統括本部准教
授）
「保有個人情報の開示請求と文書管理について（仮題）」
市橋克哉（法学研究科教授）

総務課情報公開担当
052-789-2017

2月14日(土)、28
日（土）、3月14日
（土）

〔博物館友の会会員向け〕シャ
ンソンを歌おう

場所：博物館講義室
時間：10:00～12:00
講師：山本雅世
定員：13名
参加費：1,500円

博物館事務室
052-789-5767



2月14日（土） 日本語ボランティアセミナー

場所：愛知県三の丸庁舎8階大会議室
時間：13:20～
講演内容：「私が日本語ボランティアをするわけ」
講演者：日本語ボランティア4名ほか
地域貢献献事業
参加無料

留学生センター
浮葉正親准教授
052-789-5771

2月16日（月）
国際シンポジウム
「低炭素型都市をつくる －科
学と政策の架け橋－」

場所：ホテルメルパルク名古屋　カトレアの間
時間：10:00～17:50（懇親会18:00～20:00）
使用言語：英語、日本語（同時通訳あり）
内容：講演、パネルディスカッション
参加無料

大学院環境学研究科 井村研究
室
東 修助教
052-789-3840
Fax: 052-789-3223
E-mail:
higashi@urban.env.nagoya-u.ac.jp
グローバルカーボンプロジェクト
つくば国際オフィス
尾島優雅子
029-850-2672
Fax: 029-850-2960
E-mail: Ojima.yukako@nies.go.jp

2月17日（火）、18
日（水）

国際ワークショップ
「低炭素型都市の実現に向け
て
－国際共同研究と連携強化
－」

場所：野依記念学術交流館
時間：9:30～18:00（懇親会18:00～20:00）(17日）、9:30～
17:10（18日）
使用言語：英語（同時通訳なし）
参加無料

大学院環境学研究科 井村研究
室
東 修助教
052-789-3840
Fax: 052-789-3223
E-mail:
higashi@urban.env.nagoya-u.ac.jp
グローバルカーボンプロジェクト
つくば国際オフィス
尾島優雅子
029-850-2672
Fax: 029-850-2960
E-mail: Ojima.yukako@nies.go.jp

2月18日（水）
第16回グローバルCOEオープ
ンレクチャー

場所：名古屋国際センタービル15階グローバルCOEオフィ
ス
時間：18:00～
講演題目：アリストテレス哲学の「発見」と中世初期ヨーロッ
パ
講演者：佐藤彰一（文学研究科教授）

GCOE事務局
052-747-6461
E-mail: bureau@gcoe.lit. nagoya-
u.ac.jp

2月18日（水） エコトピア科学講演会

場所：IB電子情報館北棟８階081講義室
時間：13:00～15:00
講演題目：「低炭素社会を支える新しい電力供給・利用イン
フラの構築」
講師：栗原郁夫（電力中央研究所）

エコトピア科学研究所エネルギー
システム寄附研究部門
小島寛樹助教
052-789-5874

2月18日（水）
第5回　海岸生物を見る会
「名古屋港水族館バックヤード
ツアー」

場所：名古屋港水族館
時間：10:30～15:00
参加料：名古屋港入館料・交通費程度
詳細はメユットHP及び、ポスター掲示をご覧下さい
※要事前申込

学生支援GP推進室
052-747-6456
URL: http://www.htc.nagoya-
u.ac.jp/gakuso/meshuttes/

2月21日（土）
新しい尋問技術教育を考える
－NITAに学ぶ指導者養成プロ
グラム－

場所：上智大学四谷キャンパス中央図書館・総合研究棟
（L号館）L911
時間：13:00～17:00
定員150名
参加無料
※要事前申込
主催：法実務技能教育教材研究開発(PSIM)コンソーシア
ム、法学研究科・法科大学院
共催：上智大学法科大学院

法学研究科
PSIMコンソーシアム事務局
052-788-6234
psim@law.nagoya-u.ac.jp

2月21日（土）
大学院文学研究科　公開シン
ポジウム

場所：文学研究科237講義室
時間：13:00～16:15
テーマ：「紀元前１千年紀の比較考古学」
講　師：海津正倫（環境学研究科教授）、江村治樹（文学研
究科教授）、周藤芳幸（文学研究科教授）、伊藤伸幸（文学
研究科助教）、山本直人（文学研究科教授）

大学院文学研究科
山本直人教授
052-789-2284



2月21日(土)、3
月7日（土）、21日
（土）

〔博物館友の会会員向け〕入
門写真講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～15:00
講師：三矢保永（本学名誉教授）
定員：20名
参加費：1,500円

博物館事務室
052-789-5767

2月23日（月） グローバルCOE講演会

場所：文学研究科大会議室
時間：14:00～
講演題目：キルデリクス（481年没）とクローヴィス（511年
没）- 歴史，考古学，文書作成 -
講演者：アラン・ディールケンス（ブリュッセル自由大学教
授）
使用言語：フランス語（通訳あり）

GCOE事務局
052-747-6461
E-mail: bureau@gcoe.lit. nagoya-
u.ac.jp

2月24日（火）
電気学会東海支部若手セミ
ナー「電力システムのブレーク
スルー技術」

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ミーティングルー
ム
時間：14:00～17:30
プログラム：（講演20分、質疑10分）
1. 「部分放電時系列測定によるGIS絶縁診断の高精度化」
浅井基希 （工学研究科学生）
2. 「UHFによるGISの部分放電診断」　溝尻智之 （愛知工業
大学）
3. 「超高速測定によるSF6ガス中リーダ放電進展メカニズ
ムの検討」　吉田聡 （工学研究科学生）
4. 「固体-液体窒素複合絶縁系における沿面部分放電の
放電電流波形による解析」　田中雄太 （豊橋技術科学大
学）
5. 「Measurement and analysis of partial discharges for
micro gap delamination in GIS」　D.A. Mansour （工学研究
科学生）
6. 「放電電流波形によるボイド内部分放電発生メカニズム
の検討」　七尾健治 （豊橋技術科学大学）
7. 「電力ケーブルの橋絡水トリーから絶縁破壊に至る機構
の検討」　市古雅寛 （工学研究科学生）
対象：参加資格は問いません（学生歓迎）
参加無料

エコトピア科学研究所エネルギー
システム（中部電力）
寄附研究部門　小島寛樹助教
052-789-5874

2月24日（火）
グローバルCOEプログラム「シ
ステム生命科学の展開：生命
機能の設計」セミナー

場所：理学部G館G101講義室
時間：15:00～16:30
タイトル：Multidimensional proteomics and genetic analysis
reveal condensin's function in vertebrate mitotic
chromosomes
講師：William C. Earnshaw（英・エジンバラ大学教授）

GCOEサイエンスコーディネーター
伊藤知彦COE特任教授
052-789-3542

2月25日（水）
名大病院オープンカンファレン
ス食道カンファレンス

場所：医学部附属病院第一外科医局
時間：20:00～
対象：地域医療機関関係者
※要事前申込

医学部附属病院
地域がん診療連携拠点病院専任
事務
052-744-2849

2月25日（水）、26
日（木）

一般選抜個別学力検査
（前期日程試験）

学務部入試課
052-789-5765

2月27日（金）
名大発ベンチャープレゼン大
会

場所：ベンチャービジネスラボラトリー
時間：15:15～17:25（開場14:45～）（交流会17:30～18:30）
スケジュール：
1. 「高等教育をChangeする！エミットジャパンのご紹介」
小村道昭（株式会社エミットジャパン代表取締役）
2. 「オープンソースを用いた注意機能診断検査のASP化」
金丸方律（有限会社スタジオインフィニティデザイナー）
3. 「レコメンドエンジンの市場開拓と研究開発」　上拾石弘
（株式会社スナップショット代表取締役）
4. 「カテーテル血管内手術の検証・トレーニングのための
超精密手術シュミレータ」　池田誠一（ファイン・バイオメディ
カル有限会社代表取締役）
参加無料（但し交流会参加の方は交流会費2000円）
※要事前申込

産学官連携推進本部　上井
052-747-6483
Fax：052-788-6146
E-mail：
venture@sangaku.nagoya-u.ac.jp



2月27日（金） 第47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：多文化共生社会と防災
講演者：岡本耕平（環境学研究科教授）
入場無料

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

2月27日（金） 教育学部附属学校卒業式
場所：豊田講堂
時間：10:00～

教育学部附属中学校
斉藤眞子副校長
052-789-2680

2月28日（土）

大学病院連携型高度医療人
養成推進事業「東海若手医師
キャリア支援プログラム」キッ
クオフシンポジウム

場所：医学部附属病院　中央診療棟3階講堂
医学部・医学系研究科総務課
臨床研修掛
052ｰ744-2998

3月7日（土）
大学教育改革フォーラムin東
海2009

場所：IB電子情報館
時間：10:00～17:50

高等教育研究センター
近田政博准教授
052-789-5692

3月7日(土) 

大学院教育改革支援プログラ
ム「専攻横断型の包括的保健
医療職の育成」
 トータルヘルスプランナー(ＴＨ
Ｐ)養成コース 公開シンポジウ
ム「患者の意向による終末期
医療の実現に向けて」

場所：名古屋国際ホテル 老松の間
時間：10:00～16:30
基調講演2件及びシンポジウム
基調講演1：高齢者本人の意思を尊重した最善の終末期ケ
ア
講演者：Colleen M Cartwright（オーストラリア・サザンクロ
ス大学教授）
講演2：患者・家族が望むEnd-of-life careを実現するため
に
講演者：角田直枝（（財）日本訪問看護振興財団事業部長）
シンポジウム：「患者・家族の意向に沿った終末期ケアの
実際」
　1. 日本における終末期医療の現状と課題
　佐藤健（国立病院機構豊橋医療センター緩和ケア部長）
　2. 患者の安楽とＱＯＬ向上を目指すリハビリテーション
　平野幸伸（愛知県がんセンター・リハビリテーション科）
　3. 住み慣れた地域で自分らしく生き抜くための支援
　阿部まゆみ（医学系研究科特任講師）
入場無料

医学部保健学科 大学院GP事務
室
Fax: 052-719-1949
E-mail: thp@met.nagoya-u.ac.jp

3月7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：「9.11以降の国際秩序」
講演者：定形衛（法学研究科教授）

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

3月7日(土) 、8日
(日）

法学研究科「国際ビジネス紛
争の法的解決の実効性を高め
るための新たなフレームワー
クの構築」第7回国際シンポジ
ウム「国際倒産」

場所：名古屋マリオットアソシアホテル16階アイリス
時間：9:30～17:00
※要事前申込

法学研究科308研究室
052-788-6236

3月9日（月）～
10日（火）

NAGOYA09：ビジネス、経済、
ITに関する国際会議

場所：ヒルトン名古屋
使用言語：英語のみ
参加：登録制　(登録料＄375）
主催：グアム大学、ペンシルベニア州立大学アルトゥーナ
校、経済学研究科附属国際経済政策研究センター
後援：(社)キタン会（経済学部同窓会）

経済学研究科附属国際経済政策
研究センター
052-789-4941
Fax:052-789-4942
URL:
http://altoona.psu.edu/icbeit/
E-mail: ercs@nul.nagoya-u.ac.jp

3月10日（火）
附属図書館友の会トークサロ
ン
第15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：「そろばん今昔」
講師：藤本保紀（珠算史研究学会会員・日本数学史学会会
員）
入場無料

附属図書館友の会事務局
052-789-3666



3月12日（木）
一般選抜個別学力検査
（後期日程試験　医学部医学
科のみ）

学務部入試課
052-789-5765

3月14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：「工学倫理はなぜ大切か」
講演者：黒田光太郎（工学研究科教授）

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

3月18日（水）
「ラーニング・コモンズ」フォーラ
ム：図書館における学習教育
支援の新展開

場所：環境学研究科環境総合館レクチャーホール
時間：10:00～16:00
概要：講演会、ワークショップ等
主催：東海北陸地区国立大学図書館協会

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

3月18日(水）～
19日（木）

第11回フィジカルヘルス・
フォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：9:15～17:45（18日）、 18:00～（意見交換会）(18日）、
9:15～17:00（19日）
会場整理費:1,000円、意見交換会:5,000円（予定）
学内からの参加者は会場整理費無料、･意見交換会有料
衛生管理者等関係者の参加を歓迎します。

総合保健体育科学センター
近藤孝晴センター長・教授
052-789-3960

3月19日（木） 教育学部附属学校終業式 場所：教育学部附属学校第一体育館
教育学部附属中学校
斉藤眞子副校長
052-789-2680

3月21日（土）、28
日（土）

ミクロの探検隊
電子顕微鏡でミクロの世界を
体験しよう！

場所：医学部（21日）、博物館（28日）
時間：13:00～16:00
テーマ：第13回ムシの世界（21日）、第14回植物の世界（28
日）
定員：各回12名　学生・博物館友の会会員優先
対象：小学5年生～一般
参加費: 100 円(保険代)
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767

3月25日（水） 卒業式
学務部学務企画課
052-789-2159

3月26日（木）
第7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
募集人数：10～15名
対象：中学3年以上
参加費：300円（傷害保険料を含む）
※要事前申込

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

3月27日（金）
第9回名大ERC・キタン会名古
屋ビジネスセミナー

場所：野依記念学術交流館
時間：18：00～20：00
講演者：谷野作太郎
入場無料

大学院経済学研究科附属国際経
済政策研究センター
052-789-4941
Fax:052-789-4942
E-mail:ercs@nul.nagoya-u.ac.jp
URL: http://erc2.soec.nagoya-
u.ac.jp/

5月16日（土） 教育学部60周年記念行事

場所：豊田講堂
時間：13:00～（学術講演：14:00～14:50、シンポジウム：
15:00～17:00）
講演題目：学校・子ども・家庭　－今求められる教育のあり
方－
講演者：志水宏吉（大阪大学大学院教授）
入場無料

文系総務課総務グループ教育担
当
052-789-2602

9月14日（月）～
16日（水）

R’09　Twin World Congress
（環境技術及び資源マネジメン
ト国際会議）

場所：名古屋大学及びスイス・ダボス
エコトピア科学研究所
R'09 Twin World Congress事務局
052-789-4310

11月7日（土）～
8日（日）

第33回日本死の臨床研究会

場所：名古屋国際会議場（2日間にわたり講演やシンポな
ど）
現医学部長　濵口道成教授（次期総長）の講演が予定され
ています。

医学部保健学科
安藤詳子教授
052-719-1553
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