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平成２１年度 第３回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ グローバルＣＯＥプログラムの採択について（資料１） 

 

２ 自動車工学サマープログラムについて（資料２） 

 

３ 平成２１年度公開講座について 

 

 ４ オープンキャンパスの開催について 

 

５ 今後の本学の行事予定（資料３） 

 

 ６ その他 

        次回開催日について



資料１

拠点のプログラム名称 専攻等名

地球学から基礎・臨床環境学への展開
※

地球水循環研究センター 教授
安成哲三

（やすなりてつぞう）
環境学研究科地球環境科学専攻、都市環境学専攻、社会環境
学専攻、生命農学研究科生物圏資源学専攻

注）下線は中核となる専攻

拠点リーダー

平成21年度グローバルＣＯＥプログラム採択一覧（学際、複合、新領域）



平成 21 年度グローバルＣＯＥプログラム審査結果表【採択】 

 
 グローバルＣＯＥプログラム委員会分野別審査・評価部会【学際、複合、新領域】における

審査の結果、貴大学から申請のありました下記プログラムが採択されました。  

拠点のプログラム名称  地球学から基礎・臨床環境学への展開 整理番号  K-062 

中核となる専攻等名  名古屋大学 環境学研究科地球環境科学専攻 

拠点リーダー名 安成 哲三  

 

（採択後公表） 

［採択理由］ 

 基礎・臨床の両面から総合的な環境学の構築を目指す世界的教育研究拠点として、将

来構想が明確になっており、これまでの教育研究活動の実績も高く、計画全体が機動性

を持った優れたプログラムであると評価できる。

 人材育成面においては、大学院学生の国際化教育に取組んできた実績を有しており、

人材育成目的としてあげた４つの力（専門力、俯瞰力、国際力、交渉力）の習得に対応

して基礎学力と創造性を培うカリキュラムや、指導体制が計画されており、特に On-site 

Research Training の取組みは高く評価できる。また、フィールドでの教育も想定した統

合環境学コースの設置についても評価できる。

 研究活動面においては、地球科学、環境工学、社会工学分野における質の高い研究成

果と有機的つながりを構築して、「診断型学問」と「治療型学問」をつなぐ「臨床環境

学」という新領域の開拓を目指すという、極めて高い発展性が期待できる。特にアジア

地域を中心とする研究ネットワークが長年にわたって構築されており、研究連携の実効

性も期待できる。

 ただし、基礎・臨床環境学の統合化により、従来から追及されてきている「環境学」

の展開に加えて何が新たに生み出されるのかについて、明確になっておらず、また、多

くの現場を対象として、診断と治療の成果をどのように評価していくのかについては、

更なる検討・工夫が必要である。

 

 
 



機 関 名 名古屋大学 

拠点のプログラム名称 地球学から基礎・臨床環境学への展開 

中核となる専攻等名 環境学研究科地球環境科学専攻 

事 業 推 進 担 当 者  （拠点リーダー）安成 哲三 教授            外22名 

【拠点形成の目的】 
人間活動の影響による地球生命圏の

変調を人体の病変に擬えるとき、環境
学は病気に立ち向かう医学に相当す
る。しかし、これまでの環境学では、
地球生命圏の仕組みやその人間社会と
の関係を解析する診断型分野（地球科
学、生態学、地理学等）と環境問題の
技術的・制度的対策を考案する治療型
分野（工学・農学・社会科学等）が互
いにほとんど独立に進められてきた。
その結果、問題の現場において両分野
が協力して診療に当たる、臨床医学に
相当する体系的取り組みが欠如してい
た。そこで本拠点では、国内外の様々な地域で、人間と自然の関係の持続可能性を脅かす病気の診断
から、その適切な予防と治療、治療の副作用の予測や防止に至る一連の実践的取り組みを、臨床環境
学として体系化する。一方、臨床環境学を支える基盤として、地球生命圏における人間社会の持続可
能性を蝕む病理を総合的に考察し、それに対する技術的・制度的アプローチの有効性・問題点を整理
して、普遍的・地球的な視座を提供するために、基礎環境学を構築する。臨床環境学と基礎環境学は、
環境問題に立ち向かう上での車の両輪であると同時に、双方が、既存の環境学の諸分野を統合してい
く

ミックな研究者にとどまらず、
行

て
の体系的理解を進め、環境問題に関わる研究プロジェクトを先導できる研究者の育成をめざす。 

複数指導教員制の教育により、地域での実践力と

グラムとの連携やリーダー的な海外研究者の招聘等を通じて、基礎・臨床環境学

拓に
努める。修了生による自立した経営体としてのコンサルティング・ファーム設立を支援する。 

要となる。 
臨床環境学の教育研究の確立のために、環境学研究科の持続性学プロジェクト、名古屋大学国際環

境人材育成プログラム、「魅力ある大学院教育」イニシアティブ等の実績を活かして、臨床環境学研
修を実施する。そこでは、対象地域を共有した多分野の教員・院生がチームを組み、地域住民や行政
・NPO等とも協力して、現場での問題の特定、対策の立案、影響の予測等に取り組む教育研究連動型
のプログラム（On-site Research Training: ORT）を軸として、アカデ

政、国際機関、NPO、地域事業体などを担う人材の育成をめざす。 
基礎環境学の教育研究の基盤としては、地球生命圏を全体的に理解することに取り組み、最高の事

後評価を得た21世紀COE「太陽・地球・生命圏相互作用系の変動学」(SELIS-COE)の実績がある。これ
をもとに、地域間で共通の普遍性をもつ諸テーマに対応した、基礎環境学講究を開講する。その中で
は、工・農・社会科学分野のフィードバックを組み入れた、人間と自然の相互関係の仕組みについ

 
【拠点形成計画の概要】 
1）統合環境学コース：環境学研究科と生命農学研究科にまたがる統合環境学コースを設置し、臨床
環境学研修と基礎環境学講究の両者を必修として、
グローバルな思考力を併せ持つ人材を育成する。 
2) 臨床環境学研修：国内外の様々な地域を対象に、多分野の院生と教員がチームを組み、地域の自
然と社会の持続可能性を脅かす問題を特定し、住民や行政とも連携して、解決策の探索やそれらの実
施に伴う影響の予測を行うプログラム（On-site Research Training: ORT）を実施する。院生は地域
に密着した個人研究テーマを設定し、同一ORTチーム内の他分野の教員・院生とディスカッションを
進める中で、分野横断型知識の重要性と個人研究テーマの相対的位置を認識することができる。 
3）基礎環境学講究：地域を超えて、グローバルな共通性・普遍性をもつ課題（地球温暖化や水資源
問題など）を選定し、多分野の院生と教員がチームを作り、レビューと討論を通じて基礎環境学の体
系を組み立てていく。成果を共同で執筆・編集したレポートにまとめる。このレポートは、拠点とし
てWebで公開しつつ、改良を重ね、最終的には日本語および英語による教科書に仕上げる。 
4）横断研究プログラム：院生・PD・若手研究者の発案による、他分野の学生・教員との連携研究に
研究資金を競争的に配分し、基礎・臨床環境学の底辺の拡充とプロジェクトリーダーの育成を図る。
5）国際連携プラットフォームの構築と強化：平成20年度に設置した名古屋大学国際環境人材育成セ
ンターを拠点として、国内及びアジア各国の大学・研究機関との協力ネットワークを強化し、ORTを
国際展開して、地域に即した気候変動予測や脱温暖化都市づくり施策などを体系化し、その成果を世
界に発信する。また、SELIS-COEの成果として平成19年度に発足した地球生命圏研究機構がコアとな
り、国際的研究プロ
研究を推進する。 
6）キャリアパス支援：アカデミックなポストだけではなく、ORTなどを生かした多様な進路の開

 

（機関名：名古屋大学 拠点のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称： 地球学から基礎・臨床環境学への展開  ） 



参考資料

拠点リーダー

氏　　　　名

1 19 23 生命科学 システム生命科学の展開：生命機能の設計 近藤　孝男
理学研究科生命理学専攻、生命農学研究科生命
技術科学専攻・生物機構・機能科学専攻・応用分子
生命科学専攻、生物機能開発利用研究センター

2 19 23 化学、材料科学 分子性機能物質科学の国際教育研究拠点形成 渡辺　芳人
理学研究科物質理学専攻(化学系）、物質科学国際
研究センター、工学研究科化学・生物工学専攻（応
用化学分野）

3 19 23 人文科学 テクスト布置の解釈学的研究と教育 佐藤　彰一 文学研究科人文学専攻

4 20 24 医学系 機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点 祖父江　元
医学系研究科細胞情報医学専攻・分子総合医学専
攻・機能構築医学専攻・健康社会医学専攻

5 20 24 数学・物理学・地球科学 宇宙基礎原理の探究-素粒子から太陽系、宇宙に至る包括的理解－ 杉山　　直
理学研究科素粒子宇宙物理学専攻、太陽地球環
境研究所

6 20 24
機械・土木・建築・その他工
学

マイクロ・ナノメカトロニクス教育研究拠点 福田　敏男
工学研究科マイクロ・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

7 21 25 学際・複合・新領域 地球学から基礎・臨床環境学への展開 安成　哲三
環境学研究科地球環境科学専攻、都市環境学専
攻、社会環境学専攻、生命農学研究科生物圏資源
学専攻

※下線は中核となる専攻等

事業
終了
年度

拠点プログラム名称

名古屋大学グローバルCOEプログラム採択拠点一覧

番号 分野名 専攻等名
採択
年度



資料２ 

 

名古屋大学大学院工学研究科と日本の企業が連携して、海外学生と名古屋大学学生の

ための、英語によるサマー・プログラム「最新先端自動車工学」を開講 

 

 名古屋大学大学院工学研究科は、日本の自動車産業や関連企業の協力を得て、2009 年 6 月 16

日～7 月 22 日の期間、「自動車工学における先端技術と課題 ( Latest Advanced Technology and 

Tasks in Automobile Engineering)」と題し、海外学生と名古屋大学の工学系学生向けに、すべて英

語による 6 週間のサマー・プログラムを開講しています。最大の特色は、ハイブリッド車、燃料

電池、環境対策、事故防止、高度道路交通システムなどの先端技術や課題を、様々な視点の 13

回の講義で構成し、それぞれの講義を企業の先端技術者・研究者と名古屋大学の教員が協力して

行うことです。 

名古屋大学と学術交流協定を締結している海外の有力大学から参加学生を広く募集し、名古屋

大学の学生も加わります。 このプログラムは昨年からはじまり，昨年はアメリカから１２名，名

古屋大学の学生が２５名，今年はアメリカから２５名，イギリスから３名，フランスから２名，

名古屋大学の学生が１９名が参加しております．講義を聴くだけでなく、海外学生と名古屋大学

学生でグループを組み、プログラムの期間を通じた課題研究を行って、これらの発表会も行いま

す。また、講義内容をできるだけ身近に体験できるよう、企業や研究所の施設見学も組み込んで

おります。 

また，今年は，アメリカのゼネラルモータース（ＧＭ）からも講師を招き，「アメリカの自動車

工業の発展と現状」などに関する特別講義も予定しています． 

本プログラムは、短期間とは言え、海外学生が日本留学を実現し、日本の得意とする専門分野

の勉学を通じて日本への関心を高めてもらうこと、そして名古屋大学学生にも、専門分野の勉学

と合わせて、英語力とコミュニケーション能力を向上させ、国際的視野を拡げることを目的とし

ております。 

 なお、大学院生向けの講義ですが、学部 3，4 年生も受入れ可能とし、日本語研修を含めたプロ

グラム参加費用は、航空運賃、食費を除いて一人当たり 1600 ドル、宿泊施設は市内のマンスリ

ー・マンションを利用します． 

  

【名古屋大学自動車工学サマー・プログラム・ホームページ】 

http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/en/nusip/ 

【国際学術コンソーシアム 21・ホームページ】 

 http://www.ac21.org/ 

                                       以上         

http://www.ac21.org/


自動車工学における先端技術と課題 

Latest Advanced Technology & Tasks in Automobile Engineering 

開催：２００９年６月１６日～７月２２日 
１．自動車産業の現状 

(Current Trends in Automobile Engineering, and the Car Industry and Market) 
〔内容〕○各国の自動車産業， ○自動車と環境問題， ○各国の法規制， ○自動車市場， 

○自動車産業と市場の未来 

〔講師〕吉松広彰氏 ：三菱自動車（株） 

石田幸男教授：名古屋大学大学院工学研究科 

 

２．ドライバ運転行動の観察と評価 (Observation and Evaluation of Drivers' Behavior) 
〔内容〕○運転行動の計測， ○運転モデル， ○リスク評価， ○運転の個人性 

〔講師〕及川雅人氏：東京海上日動リスクコンサルティング（株） 

武田一哉教授：名古屋大学大学院情報科学研究科 

 

３．自動車の材料・加工技術 (Car Materials and Processing) 

〔内容〕○自動車用材料と軽量化， ○塑性加工新技術， ○塑性加工における CAE 

〔講師〕藤川真一郎氏 ：日産自動車（株） 

石川孝司教授：名古屋大学大学院工学研究科 

 

４．車搭載組込みコンピュータシステム (Automotive Embedded Computing Systems) 

〔内容〕○車載組込みシステムの用途， ○車載組込みオペレーティングシステム， ○車載ネット 

ワーク，  ○自動車のための画像処理 

〔講師〕梶尾和弘氏：トヨタ自動車（株） 

佐藤 健哉准教授：同志社大学 

高田広章教授：名古屋大学大学院情報科学研究科 

 

５．自動車の予防安全 (Safety Engineering for the Prevention of Accidents) 

〔内容〕○運転支援システム， ○ドライバーモデル， ○運転行動予測， ○環境認識技術，  

○先進安全コンセプト 

〔講師〕赤津洋介氏 ：日産自動車（株） 

鈴木達也教授：名古屋大学大学院工学研究科 

 

６．自動車の衝突安全 (Crash Safety) 

〔内容〕○乗員保護(衝突特性，拘束装置)， ○インパクトバイオメカニクス 

〔講師〕上地幸一氏 ：（株）本田技術研究所 

一杉正仁助教授：獨協医科大学法医学教室 

水野幸治准教授：名古屋大学大学院工学研究科 

 

７．自動車における通信技術 (Communication Technologies in ITS) 

〔内容〕○車々間・路車間通信， ○ナビゲーション， ○交通情報システム 

〔講師〕熊澤宏之氏 ：三菱電機（株） 

片山正昭教授：名古屋大学エコトピア科学研究所 



８．自動車の運動•制御 (Movements and Control of a Car) 

〔内容〕○車輌運動(モデリング，ロバスト制御)， ○ドライバの期待と運動感受性(操安，乗り心 

地)， ○車両運動 統合制御(操舵制御，制駆動制御) 

〔講師〕服部義和氏 ：（株）豊田中央研究所 

山田大介氏 ：（株）豊田中央研究所 

羽田昌敏氏 ：（株）豊田中央研究所 

藤本健治准教授：名古屋大学大学院工学研究科 

 

９．自動車開発における CAE 活用状況 

(Current Status of CAE Activity in the Vehicle Development) 

〔内容〕○CAE， ○衝突安全， ○強度信頼性， ○NV(Noise and vibration)， ○車両運動 

○CFD(Computational fluid dynamics) 

〔講師〕林 重希氏 ：トヨタ自動車（株） 

松本敏郎教授：名古屋大学大学院工学研究科 

 

１０．自動車における省エネルギー技術 (Energy Saving Technology for Automobiles) 

〔内容〕○各種ハイブリッド車， ○電気自動車， ○エネルギ回生， ○次世代モビリティ， ○モ

ータ， ○自動車電源とバッテリ(Automotive power supply & batteries) 

〔講師〕寺谷達夫氏 ；トヨタ自動車（株） 

大熊繁教授 ：名古屋大学大学院工学研究科 

 

１１．環境にやさしい燃料と自動車触媒 

(Fuels and Automobile Catalysts for Environmental Friendly Cars) 

〔内容〕○排ガス浄化， ○自動車触媒， ○燃料と石油精製， ○バイオマス利用 

〔講師〕薩摩篤教授 ：名古屋大学大学院工学研究科 

 

１２．リサイクル (Recycling) 

〔内容〕○廃自動車， ○シュレッダーダスト， ○ライフサイクル設計 

〔講師〕佐藤淳氏  ：トヨタ自動車（株） 

吉田茂徳氏 ：トヨタ自動車（株） 

藤澤敏治教授：名古屋大学エコトピア科学研究所 

 

１３Ａ．自動車工業における生産システム(Car Production Systems) 

〔内容〕○トヨタ生産システム 

〔講師〕古橋洋氏：㈱デンソー 

児玉邦宏氏：㈱デンソー 

樋野励准教授 ：名古屋大学大学院工学研究科 

 

１３Ｂ．交通流の特性(Traffic Flow Characteristics) 

〔内容〕○交通流のマクロ特性，○交通渋滞のメカニズム，○衝撃波解析 

〔講師〕中村英樹教授：名古屋大学大学院工学研究科 

 

１４．＆１５．各グループの研究プロジェクトの成果発表会（その１，その２） 

(Presentation of Individual Research Projects I ) 

〔内容〕○留学生と日本人学生がそれぞれのテーマに関する研究成果の発表を行う． 



Nagoya University Summer Intensive Program 2009 

特 別 講 義 

 

 

 

 

講師: Mr. David Goldstein  

( GM ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ ) 

日時: June 30, 2009 (Tue.)  13:30-16:30         

会場：IB 電子情報館大講義室 

言語：英語 

参加料：無料 

1. 戦後のアメリカの自動車工業における主なでき事を 10 年ごとに振り返り，自動車工業が直面した問題

に対してどのように挑戦し，成功してきたかを考える．さらに，現在の危機に至った経過をたどり，この危

機がいかに深刻であるか，また現状からどのような脱出が考えられるかを分析する． 

 2. プログラムマネージメントとは何か？なぜ，それが重要なのか？その重要な要素は何か？この講

演では，これらを一般的に概観し，つぎにアメリカ企業に特有なプログラムマネージメント構造を

調べ，そのいろいろな要素について説明する．また,異なる国，たとえばアメリカと日本から２つ

の会社が１つのジョイントプログラムに参加したら，何が起こるだろうか？この状況の中では,異

なる文化が如何に作用するか理解しなければならない．最後に，アメリカと日本の主な違いを振り

返り，ジョイントプログラムで協力して仕事をするとき，成功するためにはこの違いをプログラム

マネージメントの中でどのように考慮しなければならないかについて解説する． 

[ 申し込み]  NUSIP 受講生以外にも，学内および関連企業からの聴講を受け付けます．  

定員 100 名．先着順．メールで次へお申し込みください．                         

名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻 石田幸男, 
Email:ishida@nuem.nagoya-u.ac.jp 

 

1.  戦後のアメリカ自動車工業の変遷 

The Changing Landscape of the US Automotive Industry:  Post WWII 

2.  米国におけるプログラムマネージメント：販売と技術の観点

Program Management in the United States: Business and Technical Perspectives 



NUSIP :   Nagoya University Summer Intensive Program      2008

Duration
June 02-July 11, 2008

Events
1. Lectures on Automobile Engineering
2. Lectures on Japanese 
3. Factory Visits
4. Cultural Tours
5. Home Stay

Participants
1. Overseas students  : 12

▪ University of Michigan - 6  
▪ UCLA - 1 
▪ North Carolina State University - 4 
▪ University of Kentucky - 1

2. Nagoya university students : 25

Language
English

Latest Advanced Technology & Tasks 
in Automobile Engineering

Factory Visits Cultural Tour

Main Theme :  Environment and Safety

Hybrid car Prius

Lectures :
1.Current Trend of Automobile Industry
2. Evaluation of Drivers Behavior Perspectives
3. Car Material and Processing 
4. Movement and Control of a Car 
5.Safety Engineering for Prevention of Accidents 
6.Crash Safety
7.Embedded Computing System
8.Communication Technology in ITS
9. CAE in Vehicle Development
10.Energy Saving Technology
11.Fuel and Automotive Catalyst 
12.Recycling 
13.Car Production System

Lecturers
Nagoya University / Toyota / Denso / Nissan / 
Mitsubishi Motors / Mitsubishi Electronics /
Toyota Central Research Lab.

Group project 
Participants do assignments on some specific 
topics in a group and make presentations.

Japanese
Two types of courses are offered.

1. Elementary Japanese
2. Advanced Japanese

1.Japan Automobile Research Institute
(Fuel cell Lab., Crash Dummy Lab.)

2.Toyota Motors Co.
(Car Production Line, Exhibition Hall )

3.Mitsubishi Motors Co.
(Development of Electric Car MiEV ,
Heat Test Lab.)

3.Yamaha Motor Co.
(Motorcycle Production Line.)

4.Koito Manufacturing Co.
(Car Light Production Line)

5.Honda Automotive R&D Co.
(Indoor Car-to-Car Crash Test Facility)

6.Denso Co.
(Assembling Line of Car Meters. )

Japan Automobile
Research Institute

Honda

Koito

Yamaha

Tokyo

Yokohama

Kyoto

Hakone

Toyota

Mitsubishi

Denso

NU

Golden temple in Kyoto

Homestay 

Participants had an amazing experience of 
historical, cultural and scenic tour along with 
exciting and pleasant excursions of the largest 
metropolis of political and economic hubs in 
Japan. 

Cleaning hands before the pray

Modern culture “Karaoke” Traditional culture “Kabuki”

Night view at Yokohama bay

You are mostly welcome for 
‘NUSIP 2009’ !!

Electric car i-MiEV

Group presentationLecture

Comments of an overseas student

Overseas students 
had an excellent and 
unforgettable 
experience with 
Japanese  homestay 
program. 

Acknowledgment
The NUSIP 2008 was financially supported by 
Nagoya University fund for AC21 projects

NUSIP 2009 will be held 
in June next year 
at Nagoya University









資料３

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

6日（月） 役員会

17日（金） 役員会

21日（火） 部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

1日（水） 教授会（医学部・医学系研究科、環境学研究科）

8日（水）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）

10日（金） センター会議（高等教育研究センター）

教授会（法学部 法学研究科 医学系研究科）

名古屋大学　平成21年7月予定表
           （教育記者会用）

15日（水）
教授会（法学部・法学研究科、医学系研究科）
研究科委員会(医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）

22日（水）

教授会（文学部・文学研究科、経済学部・経済学研究科、情報文化学部、工学部・工学
研究科、農学部・生命農学研究科、国際開発研究科、多元数理科学研究科、情報科学
研究科、太陽地球環境研究所）
専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

3月24日(火)～
7月25日（土）

第12回名古屋大学博物館特別
展「大陸アフリカ～名大研究の
軌跡」

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

博物館事務室
052-789-5767

6月22日（月）～
27日（土）

第3回AC21学生世界フォーラム

場所：ドイツ・ケムニッツ工科大学
テーマ：「Production-Meeting the Global Challenges」
内容：講義、ディスカッション
参加者：ケムニッツ工科大学から約50名、16メンバー大学か
ら3名ずつ合計100名

AC21推進室
国際部国際企画課
052-789-5684

6月25日（木） 英国における産学連携セミナー

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
時間：13：30～
講演題目：「英国における科学政策,研究活動および大学・企
業間の連携」
講演者：ケビン・ナペット氏（駐日英国大使館科学技術一等
書記官）
講演題目：「英国オックスフォード大学における技術移転の
成長－５つの重要なポイント」
講演者：Dr. David Baghurst（Isis Innovation, Head of Group）
※要事前申込み

研究協力部社会連携課
052-788-6145

6月27日（土） 第5回B人セミナー

場所：インキュベーション施設プレゼンテーション室
時間：10：00～15：00
対象：若手研究者、元研究者で社会人の方
定員：30名程度

社会人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052－747－6490

博物館友の会会員向け
場所：博物館講義室

博物館事務室
6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：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

6月27日（土）、28
日（日）

第1回地球教室

場所：博物館及び岐阜県美濃加茂市化石林公園、岐阜県加
茂郡川辺町
時間：9：30～16：30（6/27）、 13：30～16：00（6/28）
テーマ：「化石の森を探検しよう！」
定員：30名（小学3年生から中学3年生とその保護者）
共催：名古屋市科学館共催事業

博物館事務室
052-789-5767

6月29（月）
高等教育研究センター
第80回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：18：30～
講演題目：「戦略経営の確立、その推進を担う新たな職員の
役割と育成」
講演者：篠田道夫（日本福祉大学常任理事）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5696

7月1日（水） 平成21年度工学部懇話会
場所：ＩＢ電子情報館大講義室
時間：14：00～17：00

工学部教務課学生支援掛
052-789-3599

7月3日（金） 第102回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「アフリカの農業生産と農民の生活向上に向けた
名古屋大学の活動」
講演者：浅沼修一（農学国際研究協力センター教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767



7月3日（金）～8
月28日（金）の毎
週金曜日

経済産業省産学人材育成パート
ナーシップ事業
「農産学連携による東海の農と
食を担う生産・流通組織及び中
小食品企業の中核人材の育成」
研修コース

場所：インキュベーション施設プレゼンテーション室
内容：新規ビジネス創出のためのビジネスモデル構築、ト
レーサビリティー、サプライチェーン強化による品質管理、資
源循環、リーダー資質養成などについての講義、演習及び
実習

生命農学研究科
福島和彦教授
052-789-4159
農学国際教育協力研究センター
松本哲男教授
052-789-4240
NPO法人東海地域生物系先端技
術研究会
松井正春アドバイザー
052-789-4586

7月4日（土）
国際言語文化研究科
オープンキャンパス

場所：全学教育棟北棟4階
時間：14：00～16：00
内容：ポスター発表、講座別進学説明会
参加費：無料

※高度専門職業人コースは16：00～17：00に開催

文系総務課総務グループ
国際言語文化研究科担当
052-789-5312

7月7日（火）
世界天文年協催企画
全国同時七夕講演会

場所：野依記念学術交流館
時間：18：00～20：00
講演者：塩村　耕(文学研究科教授)、犬塚修一郎（理学研究
科教授）
参加費：無料

理学研究科
栗田光樹夫助教
052-789-2924

7月11日（土）
安藤隆穂先生「学士院賞受賞」
記念講演会

場 所：野依記念学術交流館
時間：13：30～15：40
講演題目：「社会思想史とアダム・スミス」
講演者：水田　洋（本学名誉教授）
講演題目：「アダム・スミスとフランス自由主義－ スミス的自
由主義の現代的意義 －」
講演者：安藤隆穂（経済学研究科教授）
主　催：経済学部、社団法人キタン会

社団法人キタン会
052-783-8900

主　催：経済学部、社団法人キタン会

7月11日（土）
オープンキャンパス2009
「先生と、先輩と、会える、話せ
る！」

場所：国際開発研究科棟
時間：13：00～16：30
内容：留学生相談、施設見学、大学院生によるＧＳＩＤの紹
介、全体説明会、専攻別説明会と個別相談、展示、海外・国
内実地研修画像放映
講演者：現大学院生と全教員

国際開発研究科
新海尚子准教授
052－789－5096

7月11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：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

7月11日（土）、12
日(日)

日本文化財科学会第26回大会

場所：豊田講堂及びシンポジオンホール
時間：9：30～（受付8：30～）
講演者：赤塚次郎氏（愛知県埋蔵文化財センター）、中村俊
夫（年代測定総合研究センター教授）、白石太一郎氏（国立
歴史民俗博物館）

年代測定総合研究センター
052－789－2579、3082



7月14日（火） 第51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：「検証2008年8月末豪雨災害～突発的水害をどう
知り、どう伝えたか～」
講演者：須見徹太郎（東京大学大学院情報学環特任教授）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

7月18日（土）
法学部創立60周年
記念式典・記念講演会

場所：豊田講堂
時間：14：00～15：20（記念式典）
　　　　15：30～17：00（記念講演会）
講演題目：「裁判員制度はじまる－期待と展望－」
講演者：宮川光治氏（最高裁判所判事）
参加費：無料

文系総務課総務グループ
法学研究科担当
052-789-4901

7月18日（土） 第８回Jr.サイエンス教室

場所：遺伝子実験施設
時間：13：00～16：00
テーマ：「遺伝子を見てみよう」
定員：20名程度
対象：小学校5，6年生と中学生
参加費：無料

遺伝子実験施設
事務室
052-789-3086

7月20日(月）～
24日

International Forum of Public
Universities (IFPU)
2009 Summer School on
Agroenegy and Sustainability

場所：ブラジル・サンパウロ大学
テーマ：「Agroenegy and Sustainability」
※ＩＦＰＵは2007年10月にモントリオール大学が提唱して、創
立した世界の公立大学間のコンソーシアムで、本学も創立メ
ンバーとして加盟している。

AC21推進室
国際部国際企画課
052-789-5684

7月25日(土）
附属フィールド科学教育研究セ
ンター東郷フィールド
第2回農場講演会

場所：東郷フィールド内農業館
時間：14：00～16：00
講演題目：「アフリカのおける農業生産の現状と課題」
講演者：槇原大悟（農学国際教育協力研究センター教授）
参加費：無料

附属フィールド科学教育研究セン
ター
事務掛
0561-37-0210

7月26日(日）
東海がんプロフェッショナル養成
プラン
平成21年度第１回合同セミナー

場所：名古屋東急ホテル
時間：9：00～17：00
テーマ：「世界標準の化学療法を目指して」
対象：がん薬物療法を学ぶ医師（看護師・薬剤師の方も参加
可）
定員：120名
参加費：1,000円（昼食代として）
※当日参加は原則不可

医学部・医学系研究科学務課
　052－744－5178
医学部附属病院内　がんプロ
フェッショナル養成プラン事務局
052－744－1902

7月28日(火）
情報科学研究科
第１回社会システム情報学ワー
クショップ

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～18：20
内容：社会システム情報学専攻の今日までの活動を集約
し、さらに活動を展開していくために、京都大学フィールド情
報学セミナーとのジョイントでワークショップを開催します。社
会情報学に関係する研究者を集め、その期待と今後の展開
について議論します。

情報科学研究科
渡邉豊英教授
052－789－4409
情報基盤センター
松原茂樹教授
052－789－4387



7月31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：9：00～18：30
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
052-789-3647

7月31日(金）～8
月3日(月)

2009年度名古屋大学国際開発
研究科公開講座
コーパスを利用した言語研究の
ためのテキスト処理入門

場所：国際開発研究科棟
時間：9：00～17：00（7／31のみ12：00～）
内容：テキストエディタ、正規表現、表計算ソフト、UNIXのテ
キスト処理ツールなどの汎用的なツール・技術を使ってデー
タを処理しながら、基礎的なテキスト処理技術を身に付ける
とともに、情報抽出・加工の過程を段階ごとに確認しながら
処理を進めることで、適切にデータ処理を行うセンスを養うこ
とを目指します。
定員：18名
受講料：9,200円

文系総務課総務グループ
国際開発研究科担当
052-789-4952、4953

8月1日(土）
生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2009

場所：生物機能開発利用研究センター
時間：10：00～16：00
テーマ：「バイオサイエンス・バイオテクノロジーを体験する」
対象：社会人、学生（高校生以上）
定員：15名
受講料：2,500円

生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2009係
052－789－5194

8月1日(土）、2日
(日）

第2回地球教室

場所：博物館及び野外実習
時間：9：30～16：30（8/1）、 13：30～16：00（8/2）
定員：30名（小学3年生から中学3年生とその保護者）
共催：名古屋市科学館共催事業

博物館事務室
052-789-5767

8月1日（土）、2日
（日）

公開実験講座2009
「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）
内容：「コメの食味とＤＮＡ」コース、「自分の遺伝子を見てみ
よう」コース、「細胞を光らせてみよう」コース
（但し、抽選により1コースのみ受講）
定員：15名程度
（申込者多数の場合は、抽選により受講者を決定）
対象：社会人及び学生（高校生以上）
参加費：2,500円

生物機能開発利用研究センター
事務室
052-789-5194

8月3日（月）
平成21年度第１回高大連携・も
のづくり公開講座

場所：ＩＢ電子情報館北棟１０階
時間：10：00～16：00
内容：機械工作コース「夢工作・スターリングエンジン」、
電子回路工作コース「電子楽器・テルミン」
定員：各コース10名程度
対象：高校生
参加費：700円

創造工学センター
ものづくり公開講座
052-789-3788

8月4日（火）
テクノサイエンスセミナー
「便利で安全なくらしを支える技
術へのいざない」

場所：工学部
時間：9：15～17：00
内容：普段、私達が生活するにあたり、当たり前のように使っ
ているインフラを整備し、守るために様々な技術が駆使され
ている。ここでは、様々な技術に関連するスケールの異なる
テーマの実験等を体感する。
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学部社会環境工学科
TSS実行委員会
052－789－3735

8月4日(火）
若手女性研究者
サイエンスフォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～15：30
内容：サイエンスカフェ及び本学女性研究者による自然科学
分野におけるポスター発表
講演者：作田絵里氏（ロレアル・ユネスコ女性科学者日本奨
励賞受賞者）
聴講自由

男女共同参画室
荒井礼子特任助教
052－789－2945



8月4日(火）
女子中高生理系進学推進セミ
ナー

場所：野依記念学術交流館
時間：12：30～15：30
内容：本学教員によるセミナー及びサイエンスフォーラム見
学
聴講自由

男女共同参画室
荒井礼子特任助教
052－789－2945

8月5日（水）～7
日（金）

平成21年度名古屋大学数学ア
ゴラ（夏季集中コース）

場所：理学部１号館
時間：10：00～16：40
内容：数学の様々な魅力を深いレベルで接することが出来る
機会を提供するため世界の最先端で数学研究を行っている
教員たちが講義を行う。
対象：数学とその応用に興味を持つ高校生及び高校教員
定員：100名（応募多数の場合は抽選）
参加費：無料

多元数理科学研究科
「数学アゴラ」係
052-789-5742

8月4日(火)～10
月3日（土）
（日・月曜日休
館）

第17回博物館企画展
「水辺の宝石　トンボ～東海昆
虫保存会コレクション展」

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

8月6日(木)

ミクロの探検隊
「虫ってどんなふうにみえるか
な？～電子顕微鏡でみてみてよ
う」

場所：博物館講義室及び展示室
時間：13：00～16：30
定員：18名
対象：小学5年生から一般

博物館事務室
052-789-5767

8月7日(金)
平成21年度がんプロフェッショナ
ル養成プラン講演会

場所：医学部附属病院中央診療棟３階講堂
時間：18：00～19：30
テーマ：「希望としてのがん看護－マーガレット・ニューマン理
論に基づくナースの寄り添い－」
講演者：遠藤恵美子（武蔵野大学看護学部教授）
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
　052－744－5178
医学部附属病院内　がんプロ
フェッショナル養成プラン事務局
052－744－1902

8月18日（火）～
10月15日(木)
(祝日を除く毎週
火・木曜日）

平成21年度名古屋大学公開講
座

場所：経済学部第2講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「だいじょうぶか！安全・安心で持続可能な社会をめ
ざして」
受講料：9,200円
定員：200名
申込期間：6月8日(月)～7月17日(金)

研究協力部社会連携課
「公開講座」係
052-788-6144

8月20日(木） 第103回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13：00～15：30
講演題目：「トンボの縄張り～ご近所さんとの仁義なき闘い」
講演者：小野知洋（金城学院大学教授）

博物館事務室
052-789-5767



8月22日（土）
附属フィールド科学教育研究セ
ンター東郷フィールド
第3回農場講演会

場所：東郷フィールド内農業館
時間：14：00～16：00
講演題目：「畜産物のできるまで」
講演者：加藤雅己氏（ＪＡ愛知経団連）
参加費：無料

附属フィールド科学教育研究セン
ター
事務掛
0561-37-0210

9月4日（金） テクノ・フェア名大2009

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企画してものである。

工学部総務課総務掛
052－789－3406

9月26日（土）
附属フィールド科学教育研究セ
ンター東郷フィールド
第4回農場講演会

場所：東郷町役場2階大会議室
時間：14：00～16：00
講演題目：「食糧問題と地域農業、そして地産地消」
講演者：竹谷裕之（本学名誉教授）
参加費：無料

附属フィールド科学教育研究セン
ター
事務掛
0561-37-0210
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