
平成２１年９月２５日 
 

 

 

平成２１年度 第５回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 創立７０周年記念式典及びホームカミングデイの開催について（資料１） 

 

 ２ 日越学長会議の開催について（資料２） 

 

 ３ 低炭素経済の取組および国際連携について（資料３） 

 

４ 工学研究科附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センターの設置について（資料４） 
 

５ 寄附講座の設置について（資料５） 

 

６ 今後の本学の行事予定（資料６） 

 

 ７ その他 

        次回開催日について





















資料２ 

 
日越学長会議の開催について 

 
 
日 程：平成２１年９月１７日（木）～９月１８日（金） 
 
場 所：ホライズン・ホテル（ハノイ） 
 
参加者：ベトナム側→ハノイ工科大学ほか約３０校 
    日 本 側→名古屋大学ほか４８校 

（国立大学３０、公立大学１、私立大学１８） 
 
議 題：博士課程取得者の養成 
    ベトナム大学での日本語教育 
    定年退職した日本人教授・専門家のベトナムでの研究・ベトナムへの

派遣 
    ベトナム大学で行われている日本の大学によるプロジェクト 
    ベトナム大学学長の養成 



資料３ 

 

低炭素経済の取組および国際連携 
 

会議日程 
 
9 月 24 日（木） 

北京マルコポーロ・パークサイドホテル・ローマ会議場 

 
10:00-10:30 開会式  (Rome Ball Room, Marco Polo Parkside Hotel) 
開会の辞 
司会：薛進軍（名古屋大学）， 栾胜基（北京大学） 

 

濵口道成（名古屋大学総長） 

(北京大学副学長） 

施建軍（対外経済貿易大学学長） 

賈徳永 (教育部直属高教司副司长) 

福西浩（日本学術振興会北京研究連絡センター長） 

 

10:30-10:45 休憩 記念撮影 

 

10:45-12:00 

特別講演 1 低炭素経済に向けた国家発展計画とその戦略 

司会：齐晔（清华大学） 

 

李干杰（中国環境保護部副部長） 

“Global Climate Change, Carbon Reduction and Economic Development” 

劉世錦（国務院発展研究センター副センター長（副大臣）） 

  “Building a Global Responsibility System for Carbon Reduction”  

竹本和彦（日本環境省地球環境審議官） 

“Japan’s Policy Development for Low Carbon Economy” 

 

12:00-13:30 昼食 



13:30-15:30  

低炭素経済の理論、目標、発展政策 
司会：趙忠秀（対外経済貿易大） 

 
1, 舒庆（环境保护部规划预算司司长） 

 “National Development Policy of Environment Protection and Low-carbon Economy in 

China” 

2, 植田和弘（京都大学） 

Low-carbon Economy in Asia 

3, 姜克隽（国家发展改革委员会） 

  Modeling the Carbon Emission in China 

4, 荒山裕行（名古屋大学） 

“Reducing Current Carbon Emission Really Matters! -Could We Simply Apply Discount 

Rates to Evaluate the Life Quality of Our Future Generations? - ” 

5, 薛進軍（名古屋大学） 

  “Toward a Low-carbon Economy: Theory, Policy and Application” 

 

15:30-15:50 休憩 

 

15:50-18:00 

各国の低炭素経済研究 
司会：山本進一（名古屋大学） 

1, 井村秀文（名古屋大学） 

“Low-Carbon Economy from a Viewpoint of Resources, Trade and Environmental Equity” 

2, 王毅（中国科学院） 

“China’s Approach towards a Low Carbon Future” 

3, 宋立刚(オーストラリア国立大学） 

“Carbon Constraints on Growth and China’s Future Trajectory” 

4, 潘培, 栾胜基（北京大学） 

“The Research of GHG Emissions on Living Consumption of China Rural Residents” 

5, 魏巍賢（対外経済貿易大学） 

  “Low-carbon Energy in China” 

6, 彭近新（环保部科技委員会・名古屋大学） 

“Policy Options for the Low-carbon Economy” 

 

19:00-21:00 懇親会 



9 月 25 日（金） 
 

9:30-10:50 

主題講演：低炭素経済に向けた国際協力 
司会：薛進軍（名古屋大学） 

 

1, ロス・ガーナー（メルボルン大学） 

“China and the Transition to a Low Carbon National Economy” 

2，胡鞍钢（清华大学） 

“China Facing Challenge” 

3，戴彦德（国家发展与改革委员会） 

  “China: Dealing with Global Climate Change” 

 

10:50-11:00 休憩 

 

11:00-12:00 

低炭素経済の国別研究 

司会：宋立刚（オーストラリア国立大学） 

1, トマス･グリース(パダボーン大学)  

  “Policies for a Low Carbon Economy –An Example of Germany” 

2, 齐晔（清华大学） 

“Low-carbon City Construction in China ---The Case of Baoding City” 

3, 林家彬（国務院研究センター） 

“Handling the Carbon Reduction -- Actions from Chinese Enterprises” 

  

 

12:00-13:30 昼食 

 

13:30-15:30 

低炭素経済に向けたアクション 

司会: トマス・グリース (パダボーン大学) 

1, 山本進一（名古屋大学） 

  “Carbon Budget of Forest Ecosystem --Lessons from Forest Gap Dynamics” 

2, Wang Bo,趙忠秀 (対外経済貿易大学) 
“Technology Transfer in CDM projects in China" 

3, 岡本久人（九州国際大学） 



“Establishing Eco-model City and Stock-type Society --Action Plan of Kitakyushu City” 

4, 李忠民（陕西師範大学） 

“Carbon Dioxide Emission Decoupling among GDP of Shanxi Province with OECD 

Decoupling Model and Tapio Decoupling Dodel” 

5, 王桂新・付雪・刘旖芸（復旦大学） 

“The Change in Industry Structure and the Decomposion of the Aggregate Energy 

Intensity” 

   

15:30-15:50 休憩 

 

15:50-18:00  

低炭素経済に向けた取り組み 
司会：荒山裕行（名古屋大学） 

 

1, 赵挺 许刚熙（江苏省环境保护厅副厅长） 

“Energy Saving and Development of Low-Carbon Economy in Jiangsu: Analysis of Actual 

Status and Policies”   

2, 藤井敏夫（愛知県環境部長）論文紹介のみ 
“Aichi, JAPAN: Toward an Environmentally-Advanced Prefecture” 

3, 翟春宝（贵州省环境保护厅副厅长） 

 “Promoting the Development of Low-Carbon Economy in Guizhou based on the 

Scientific Technology Developments”   

4, 加藤正嗣（名古屋市環境局前局長、顧問） 

“A Comfortable, Low-Carbon City – the Challenge Facing to NAGOYA “ 
5, 肖进（贵阳市环境保护局局长） 

“Strengthening the Energy Saving and the Emission Reduction, Promoting the 

Developments of the Sustainable Economy, and Construction Low-Carbon Oriented 

GuiYan” 

6, 周群信（張家港市政府副市长） 

“Promotion the Development of Low-Carbon Economy: Exploring way to the new 

Eco-Civilization” 
7, 華井浩毅, 竹内菜緒（名古屋大学） 

 “The Dawn of New-ECO Society- Small Step, Big Difference-” 

 
18:00-18:15: 閉会式 
司会：趙忠秀（対外経済貿易大学） 



高桑宗右ヱ門（名古屋大学，アジアコアプロジェクト日本側コーディネーター） 

栾胜基（北京大学教授，本プロジェクト中国側責任者） 

 

19:00-20:30 フェアウェル・パーティ 

 

 

 実行委員会  
薛進軍（名古屋大学教授、会議総責任者）setsu@soec.nagoya-u.ac.jp  

  趙忠秀（対外経済貿易大学, 国際会議の組織者）zhxzhao@uibe.edu.cn 

安丁丁（対外経済貿易大学, 会場準備・受付） 

齐晔（清华大学教授）qi@tsinghua.edu.cn 

宋立刚(オーストラリア国立大学）ligang_song@yahoo.co.uk 

李少毅（国連アジア太平洋地域経済・社会委員会） 

韓文科(国家発展改革委員会能源研究所所長) 

    李俊峰（(国家発展改革委員会能源研究副所長) 

    高桑宗右ヱ門(名古屋大学教授、アジアコアプロジェクト責任者) 

栾胜基（北京大学教授，本プロジェクト中国側責任者）sjluan@pku.edu.cn 
荒山裕行（名古屋大学） 

 

 

mailto:sjluan@pku.edu.cn
mailto:sjluan@pku.edu.cn


資料４ 
 

 

工学研究科附属マイクロ・ナノメカトロニクス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１０月１日 

 
 

附 
 

属 
  

施 
 

設 

名

称 マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター（工学研究科附属） 

 
設 
置 
目 
的 
及 
び 
概 
要 
 

 
１． 設置の目的 
科学技術創造立国を目指す我が国の21世紀の基盤技術の一つとしてマイクロ・ナノの

世界に着目した新しい機能を有する材料や機械の創出とそのための解析・設計技術を確

立することを目的とする。この目的達成のため,機械科学分野であるナノ制御学，ナノ

計測学，ナノ設計・製造学に，ナノ材料学を加えた分野それぞれに対応した基盤研究部

門をつくり研究を推進する。また，これらの基盤技術とクロスする形で先端医療分野の

ニーズに基づく応用分野を設定する。基盤技術が応用分野の個別課題解決につながる2

次元マトリクス構造の研究体制を構築し，バイオ・医療技術に関する具体的な材料や機

器システムの開発を通してマイクロ・ナノメカトロニクスによる高機能創成を目指す。

なお，本センターの時限は平成２６年３月３１日までとする。 
 
２．マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター設立の必要性 
ナノテクノロジーは，情報関連技術では実用化されたものが存在するが，ライフサイ

エンスや材料開発，環境関連技術ではこれから実用化が望まれているものが多く存在

し，21世紀の中核基盤技術としての発展が望まれている。しかし，多くの課題が融合境

界領域にあり，従来技術の深化に加えて，広がりをもった分野融合が必要である。本セ

ンターでは，機械科学と材料科学をマイクロ・ナノレベルで統合し，さらに先端医療分

野のニーズについてプロジェクトを通して融合することによって，21世紀の基盤技術形

成の必要性に応えようとするものである。さらに，これらの研究の推進を通して，我が

国の科学技術創造立国としての次世代基盤技術であるマイクロ・ナノメカトロニクス技

術を担う人材の育成を目指す。 
 

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１５名），研究員（若干名），事

務補佐員から構成される。 

主要施設：ナノインプリント装置，共焦点顕微鏡，μTAS 作製装置，生体イメージン

グ装置，光三次元造形装置等 
 

４．事業の概要 
 グローバルＣＯＥプログラム「マイクロ・ナノメカトロニクス教育研究拠点」の事業

推進者を中心として下記の事業を推進する。 

【基盤研究４部門の事業】本センターに設定する基盤研究４部門は，以下の目標を設定

する他，部門間の相互連携を強力に推進し，その融合によってマイクロ・ナノメカトロ

ニクスのシステム化技術を創出し，重要な応用分野であるバイオ・医療におけるニーズ

に対応した機器・システムを実用化する。 

(1)ナノ制御学：原子・分子・細胞・組織などの微細操作や機能発現操作のためのマイ

クロ・ナノ制御技術を確立し，応用システムにおける制御装置の基盤をつくりあげる。

(2)ナノ計測学：原子・分子・たんぱく質・細胞の機械物性や流動の計測，生体機能の

計測評価技術の確立によって，応用システムにおけるナノ・センシングの基盤をつくり

あげる。 



 
 

(3) ナノ設計・製造学：超精密切削，MEMS加工，精密位置決め機構などを発展させ超微

細加工技術の確立によって高機能表面や高機能微細システム設計開発の基盤をつくりあ

げる。 

(4) ナノ材料学：薄膜や表面物性の評価や機能創成に関するナノ材料科学を確立するこ

とによってMEMSや集積回路における材料評価や新しい機能性表面，機能性材料開発の基

盤をつくりあげる。 

【応用研究】 産業界や社会的なニーズを捉え，その課題解決のためのプロジェクトを4

つの基盤研究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

バイオや医療技術の課題として，培養細胞・組織の生体移植による治療技術や生体組織

の再生・誘導のための医工学技術を取り上げて，そのための研究を実施し，新しいデバ

イス・システムを開発することによって課題を解決する。 

【国際連携】 機械科学，材料科学に基礎をおく本センターが，バイオ技術に関連した

細胞の機能分析を目的とするマイクロデバイス・システムの開発とそれを用いた機能評

価を中心とした研究で世界をリードするUCLAと連携することで，バイオ・医療分野での

マイクロ・ナノメカトロニクスに関する実用性の高い研究を推進する。 
 
５．中期目標およ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に「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「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。本セ

ンターの設置は，この中期目標・中期計画に沿う事業として位置づけられる。 
 
６．期待される効果 
 マイクロ・ナノメカトロニクスに関する基礎科学からシステム化技術までの一貫した

研究体制を備えた世界的研究拠点を形成し，ひろく従来の機械工学，材料工学分野全般

に対してマイクロ・ナノメカトロニクスを適用することで，医工学分野，情報科学分

野，環境関連技術分野に新しい発展を促す波及効果が期待される。さらに，我が国の産

業を主導する技術ポテンシャルをもった人材，特にマイクロ・ナノメカトロニクスに立

脚するバイオ・医療関連の新産業を支える人材を輩出する直接的な効果のみならず，学

術的にも旧来の分野を再編した新しいマイクロ・ナノメカトロニクスという研究分野を

主導する中心的拠点となる。 
 

  

 



研究体制研究分野と２次元マトリクス構造

マイクロ・ナノメカトロニクス基盤技術分野

先端バイオ・医療技術分野

生体組織の再生・誘導のための
メカトロニクス・デバイス

培養細胞・組織の生体移植
による治療技術

治療・手術
メカトロニクス

•マイクロ手術ロボット
•治療訓練ロボット

健康福祉
メカトロニクス

•適応リハビリシステム
•健康モニタセンサ

細胞バイオ
メカトロニクス

•人工組織構築
•バイオミメティック材料

ナノ制御学

微小物体・分子・
細胞などを対象
とする機械的操作

ナノ計測学

細胞、たんぱく質
などの機能性材料
の計測評価分子膜
圧力センサ

ナノ設計・製造学

超精密マイクロ・
ナノ構造の設計・
製造

ナノ材料科学

薄膜の機械物性・
表面の新機能創成
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の計測評価分子膜
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ナノ材料学部門
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健康福祉
メカトロニクス

•適応リハビリシステム
•健康モニタセンサ

治療・手術
メカトロニクス

•マイクロ手術ロボット
•治療訓練ロボット

細胞バイオ
メカトロニクス

•人工組織構築
•バイオミメティック材料

健康福祉
メカトロニクス

•適応リハビリシステム
•健康モニタセンサ

治療・手術
メカトロニクス

•マイクロ手術ロボット
•治療訓練ロボット



資料５ 
 
                         寄附講座等設置概要 

  大 学 等 名  
 (学部・学科等名) 

 名古屋大学
 （医学系研究科）

 寄附講座等の
 名    称

 地域医療教育学寄附講座 

 設 置 期 間  平成２１年１０月１日～平成２６年３月３１日(新規) 

 担 
 
 当 
 
 教 
 
 員 

  職   名  ふ り が な  
 氏   名 

         任  用  期  間 
     （前        職） 

   備  考 

 
  寄附講座准教授 

 やすいひろき 
 安井 浩樹 

 平成21年10月1日～平成26年3月31日 
 (三重大学保健管理センター・講師） 

 

 
  寄附講座助教 

 あおまつむねよし 
 青松 棟吉 

 平成21年10月1日～平成26年3月31日 
 (名古屋大学医学系研究科・大学院生4年） 

 

 
 寄 附 者 

 寄附者名  ①愛知県 
 ②財団法人愛知県市町村振興協会 
 ③名古屋市 

 所 在 地   ①〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 
 ②〒460-8501 名古屋市中区三の丸二丁目3番2号 
 ③〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

 
 寄 附 金 

 
 寄附金額 
  

 総 額 
  135,000,000円 
 

 
 
 
 
 
 
 
 教育研究 
 
 の 概 要 

 １）教育 地域医療の重要性を認識し、それへの貢献を使命として献身する人材育成をめざ

 した卒前・卒後一貫教育カリキュラムを策定する。 
 （卒前臨床教育） 
 ・ 第１学年の地域医療関連特別講義、第３学年の地域医療研究枠、第４学年の必修系統講

 義（地域医療・プライマリ・ケア枠）を担当する。 
 ・ 第５学年の地域病院実習、第６学年の診療参加型臨床実習では、特に医師不足が顕著な

 中規模病院を選定して実習を行うが、その実習プログラムを策定し、医学科教育委員会とと

 もにこれを管理運営する。 
 （卒後の臨床研修） 
 ・ 本学医学部附属病院、名大ネットワーク参加病院、愛知県が選定する病院を、一定期間

 ずつローテートする研修プログラムを策定し管理運営する。 
 ・ 地域で研修する若手医師のための教育セミナーの開催や巡回指導を行い、地域医療の重

 要性の意識を継続させるとともに地域医療の質を向上させる。 
 ・ 地域医療枠の学生においても、社会人入学制度を活用して、地域医療機関に在職しなが

 ら大学院へ進学する門戸を開く。 
 ２）研究 地域医療のフィールドにおいて、以下のような臨床社会医学・疫学研究を行う。

 研究には、このたびの緊急医師確保対策に基づく、定員増分の地域枠３名の学生を積極的に

 参画させる。 
 ・ 住民の視点に立った地域医療のニーズ調査(地域医療サーベイランス) 
 ・ 現状の地域医療における問題点、不足部分の調査と解決策の研究 
 ・ 住民－医療施設－行政の連携及び医療の確保に関する研究 
 ・ 地域医療の継続的発展のための医療人育成システムに関する研究 
 ３）臨床研修指導医を対象としたFDの実施 
 大学病院のみでなく、地域医療機関における臨床研修指導医（大学及び県立病院からの派遣

 及び当地指導医）を対象としたFDカリキュラムを策定し、地域に根ざした医療人及び病院総

   合医を育成するためのFDを実施する。 

 備   考  平成２１年 ７月１５日   医学部教授会承認 
 平成２１年 ８月１７日   設置決定（総長承認）



                         
寄附講座等設置概要 

  
 大 学 等 名  
 (学部・学科等名) 

 名古屋大学  
 （医学系研究科）

 寄附講座等の 
 名    称 

 外科感染症学寄附講座 

 設 置 期 間  平成２１年１０月１日～平成２４年９月３０日(新規) 

 担 
 
 当 
 
 教 
 
 員 

  職   名  ふりがな 
 氏  名 

         任  用  期  間 
     （前        職） 

   備  考 

 
  寄附講座講師 

 よこやまゆきひろ 
 横山幸浩 

 平成21年10月1日～平成24年9月30日 
 (名古屋大学医学部附属病院 消化器外科 助教）  

 

 
  寄附講座助教 

 いたつ  けいた 
 板津慶太 

 平成21年10月1日～平成24年9月30日 
 ( 豊 田 厚 生 病 院  医 員 )  

 

 
 寄 附 者 

 寄附者名  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

 所 在 地   〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号 
 
 寄 附 金  

 寄附金額 
 
 総 額   75,000,000円 

 
 
 
 
 
 
 
 教育研究 
 
 の 概 要 

  名古屋大学医学系研究科・腫瘍外科学教室では周術期の感染症対策に関す 
 る基礎的・臨床的研究を行ってきた。すでに終了した比較試験の結果は英文 
 学術雑誌に3本発刊受理され、現在も2本の臨床研究を継続している。周術期 
 感染症の中でも創感染は単純な合併症であるが処置に伴う苦痛を伴い在院日 
 数の延長に直結するという診療上・医療経済上の問題に直結するため、社会 
 が要請する極めて重要な研究対象である。しかし、術後の創部感染症を対象 
 としたエビデンスレベルの高い介入研究は少ない。 
  本講座では創閉鎖におけるベストプラクティスの同定をゴールに定め、 
 １）創関連合併症の前向き調査、２）合併症発生のリスク同定、３）創閉鎖 
 法に関する無作為比較試験を行う。単独施設では症例数に制限があるため地 
 域の拠点病院を含めた多施設共同で行い、創閉鎖に関するエビデンスを創出 
 する。 

 備   考  平成２１年 ７月 １日   医学部教授会承認 
 平成２１年 ７月１７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）

5日（月） 役員会

19日（月） 役員会

20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）

7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）

9日（金） センター会議（高等教育研究センター）

14日（水）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研究科）
研究科委員会(教育発達科学研究科）

21日（水）

教授会（工学部・工学研究科、医学系研究科、国際開発研究科、国際言語文化研究科、
情報科学研究科）
研究科委員会(医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）

23日（金）
教授会（理学部・理学研究科）
研究科委員会（理学研究科）

28日（水）
教授会（文学部・文学研究科、情報文化学部、農学部・生命農学研究科、多元数理科学
研究科、総合保健体育科学センター）
部門長会議（エコトピア科学研究所）

29日（木） 教授会（太陽地球環境研究所）

30日（金） 教授会（環境医学研究所）

名古屋大学　平成21年10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

8月4日(火)～10
月3日（土）
（日・月曜日及び
8月13日～8月15
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
※申込終了

研究協力部社会連携課
「公開講座」係
052-788-6144

9月28日(月)～30
日(水)

平成21年度第1期ものづくり公開
講座・機械工作コース

場所：創造工学センター
時間：10：00～16：30
定員：6名
対象者：学内の学生及び教職員
参加費：1,000円(材料費)

工学系技術支援室
052－789－2787

9月28日(月)～10
月1日(木)

第9回名古屋国際数学コンファレ
ンス

場所：理学部1号館509号室
時間：13：30開始（9／28）、12：00終了（10／1）
テーマ：「調和解析と偏微分方程式」
内容：多元数理科学研究科の国際交流活動の一環として、７カ
国10名の外国人研究者を招聘し、60名規模で開催する。

多元数理科学研究科
杉本　充教授
052－789－2544

9月29日（火）

地域連携融合研究事業「人間と
自然の調和をめざす愛知・水循
環エコシステムの創成」研究成
果発表会

場所：全学教育棟2階Ｓ20講義室
時間：13：00～17：00
入場料：無料

研究所事務部総務課
052－789－5263

10月1日(木)
高等教育研究センター
第49回客員セミナー

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：「大学院における共通教育-その理念と現実-」
講演者：小林信一（筑波大学大学研究センター教授）

高等教育研究センター
齋藤芳子助教
052-789-5696

10月2日(金）

第２回材料バックキャストテクノロ
ジーシンポジウム
「次世代グリーンビークルに向け
た材料テクノロジーの展開」

場所：野依記念学術交流館
時間：12：50～18：30
内容：次世代グリーンビークル開発の国家戦略、自動車産業に
おけるグリーンビークルの開発、基幹部材などの研究開発を取
り上げつつ、当研究センターおよびエコトピア科学研究所が共
同で展開する次世代グリーンビークル材料の先導的研究開発
の中から、１）超軽量化材料・技術、２）変換効率の高度化を可
能にする創エネ技術、３）新たな環境調和を拓くナノクラスター
触媒技術を重点的に取り上げて紹介する。

工学研究科
鷺山　勝特任教授
052-789-5035

10月2日(金）～
30日（金）

附属図書館2009年秋季特別展
「学校沿革史は語る－近代日本
の中等学校と名古屋大学の前身
校－」

場所：中央図書館4階展示室
時間：9：30～17：00（日曜・祝日は閉室）
講演会
　日時：10月3日（土）13：00～15：30
　場所：中央図書館5階多目的室
　講演者：佐々木　享（本学名誉教授）
　講演題目：「名古屋帝国大学の創立と近代日本の中等教育」
　展示解説：吉川卓治（教育発達科学研究科准教授）
入場料：無料

附属図書館
情報管理課庶務掛
052－789－3667



10月3日(土)

第28回博物館コンサート
（NUMco）
「パラグアイの風～アルパと歌の
調べ」

場所：博物館展示室
時間：14：00～15：00
演奏・歌：小栗康子氏、山本祐子氏
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月6日(火)～7
日（水）

名古屋大学中堅職員（５年目）研
修

場所：豊田講堂第1会議室
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

10月6日(火)～12
月8日(火)(毎週
火曜日)

国際開発研究科公開講座
「グローバリゼーションと開発」

場所：国際開発研究科8階多目的オーディトリアム
時間：18：30～20：00
内容：20世紀に人類は貧困問題を解決し得なかった。経済活動
のグローバリゼーションは貧富の差を拡大し貧困削減を妨げる
のか、それとも社会変革をともないながら貧困削減に寄与する
のか。グローバリゼーションの光を享受し、影を避けるためには
何が必要なのか。国際開発研究科の教員がそれらに示唆を提
供します。
定員：最大50名程度
受講料：3,000円(教科書代）

国際開発研究科
伊東早苗准教授
E-mail ito@gsid.nagoya-u.ac.jp

10月8日（木）
名古屋大学新規採用職員フォ
ローアップ研修

場所：豊田講堂第1会議室
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

10月8日（木） 医学部解剖弔慰祭
場所：覚王山日泰寺
時間：13：30～

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

10月8日（木）、9
日(金)

2009年度農政国際教育協力研
究センター
第10回オープンフォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～17：30(10/8)、9：30～12：00（10/9）
テーマ：「国際協力における大学の貢献のあり方：戦略的参画に
むけて－農学知的支援ネットワークの設立－」
入場料：無料

農政国際教育協力研究センター
浅沼修一教授
052-789-4232

10月10日(土)、
17日(土)

柔道寝技教室

場所：第4体育館（柔道場）
時間：13：00～15：00
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いて講習を行いま
す。
指導者：二村雄次（本学柔道部師範、本学名誉教授）、小川明
男（本学柔道部監督）
参加費：無料
※要事前申込

工学研究科
瓜谷　章教授
052－789－:3797



10月10日（土）、
10月24日（土）、
10月31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（10／10,31）、セミナーハウス（10／24）
時　間：13：00～16：00
定　員：20名

博物館事務室
052-789-5767

10月10日（土）、
10月24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（10／10）、セミナーハウス（10／24）
時　間：10：00～12：00
定　員：10名

博物館事務室
052-789-5767

10月10日（土）、
10月31日（土）、
11月28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：経済学部カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
講演題目：「脳卒中医療とリハビリテーション」（10/10）
講演者：水野正明（医学系研究科准教授）
講演題目：「何が秘密なのか？：個人情報とプライバシーをめぐ
る変化」（10/31）
講演者： 大屋雄裕（法学研究科准教授）
講演内容：「現代若者の職業感：パート２」（11/28）
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
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

10月13日(火)～
12月26日（土）
（日・月曜日休
館）

第18回名古屋大学博物館企画
展「剥ぎ出しの地球～南極大陸」

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

10月16日(金)、
11月7日(土)、12
月4日(金)

「台湾文化の現在」
連続講演会とシンポジウム

場所：文系総合館カンファレンスホール
時間：13：00～
テーマ：「日台クイア映画の現在」(10／16)
パネラー：張小虹（台湾大学教授）ほか
講演題目：「台湾セクシュアル・マイノリティ文学」(11／7）
講演者：垂水千恵（横浜国立大学教授）
講演題目：「台湾現代小説における身体政治と青春像」(12／4)
講演者：梅家玲（台湾大学教授）
入場料：無料

国際言語文化研究科
星野幸代准教授
052－789－4875

10月17日(土)
創立70周年（創基138周年）記念
式典・記念フォーラム・祝賀会

場所：豊田講堂
◇記念式典
時間：13：00～13：50
◇記念フォーラム
テーマ：「名古屋大学を語る」
時間：14：00～15：30
パネリスト：
益川敏英（本学特別教授）、松本正之氏（東海旅客鉄道㈱代表
取締役社長）、宮池克人氏（中部電力株式会社代表取締役副
社長執行役員）、石黒不二代氏（ネットイヤーグループ㈱代表取
締役社長兼CEO）、濵口道成（本学総長）
進行：
丹野みどり（中部日本放送株式会社アナウンサー）
◇名古屋大学基金銘板除幕式
時間：15：40～15：50

総務部秘書課
052-747-6459

10月17日(土)～
12月26日（土）
（日・月曜日休
館）

第19回名古屋大学博物館企画
展「医学教育の曙からノーベル
賞まで－名古屋大学創立70周年
（創基138周年）記念－」

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



10月20日(火）
11月24日(火)

附属図書館友の会トークサロン
第１７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
講演題目：「座敷と伝統芸能 茶・花・香」
第２夜「座敷に飾られた花」(10／20)
第３夜「座敷と茶」(11／24)
講演者：佐藤 豊三（徳川美術館専門参与）
入場料：無料

附属図書館
友の会事務局
052－789－3666

10月21日（水） 第53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：「防災の新しい考え方・・減災と危機管理」
講演者：室崎益輝（関西学院大学総合政策学部教授）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

10月21日(水)～
11月25日(水)(毎
週水曜日）

博物館・名古屋市生涯学習推進
センター連携キャンパス講座「お
もしろ博物学」(全6回)

場所：博物館講義室
時間：10：30～12：00
参加者：60名（名古屋市在住及び在勤の方）
受講料：無料
申込先：名古屋市生涯学習推進センター

博物館事務室
052-789-5767

10月22日(木) 大学院秋季入学式
場所：野依記念学術交流館
時間：10：30～12：00

学務部学務企画課総務掛
052－789－2159

10月24日(土)
第5回名古屋大学ホームカミング
デイ「地域と大学で考える　創立
70周年」

場所：東山キャンパス
時間：10：00～
テーマ：「人と人とを結ぶメッセージ」
参加費：無料

総務部秘書課
052-747-6459

10月26日（月）
セミナー「学術情報の現在」
私の研究生活から見た学術情報
流通

場所：中央図書館５階多目的室
時間：10：00～11：30
報告者：森　仁志（生命農学研究科教授）、鳥橋茂子（医学系研
究科教授）
コメンテータ-：三根慎二（附属図書館研究開発室助教）
入場料：無料

附属図書館情報システム課
052-789-3686

10月27日（火）

第24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「国際経済環境の変化と東ア
ジアの産業集積 －変容する産
業クラスター－」

場所：野依記念学術交流館
時間：9：40～17：30
講演者：朽木昭文氏（日本大学）、王緝慈氏（北京大学）、Binh
Tran Nam氏（University of New South Wales）ほか

経済学研究科附属国際経済政策
研究センター
erc@soec.nagoya-u.ac.jp



10月29日（木）、
30日（金）

第７回AC21運営委員会

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：30～17：00(10/29)、9：00～12：00（10/30）
内容：国際学術コンソーシアム(Academic Consortium
21)(AC21)の運営について、これまでの７年間の活動成果を確
認し、今後の活動計画を議論する。

国際学術コンソーシアム（AC21）
推進室
052-789-5684

10月30日（金）
AC21国際シンポジウム：ダブル
ディグリープログラムの可能性と
戦略的展望

場所：野依記念物資科学研究館2階講演室
時間：14：00～17：15
基調講演題目：「グローバル化時代における国際高等教育連
携ーダブルディグリーを中心として」
講演者：二宮　皓（放送大学広島学習センター所長）
ラウンドテーブル・セッションテーマ：「AC21メンバー大学のダブ
ルディグリープログラム」
スピーカー：John Taplin（アデレード大学副学長：国際担当）、
James Kennedy（ウォリック大学国際部長）
入場料：無料
※要事前申込

国際学術コンソーシアム（AC21）
推進室
052-789-5684

10月30日（金）
男女共同参画推進（あいち男女
共同参画社会推進・産学官連携
フォーラム）シンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～19：00
テーマ：「女性研究者のキャリア深化のためのシステム改革」
講演者：板東久美子（文部科学省生涯学習政策局長）、岡谷重
雄（文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略
官）、坂東昌子（NPO知的人材ネットワークあいんしゅたいん理
事長）
入場料：無料（交流会参加者のみ会費制）

総務部人事労務課
男女共同参画室担当
052-789-3939

10月31日（土）
東海がんプロフェッショナル養成
プラン平成21年度緩和ケアセミ
ナー

場所：全日空ホテルズ ホテルグランコート名古屋5階ローズ
ルーム
時間：13：30～16：00
テーマ：「緩和ケアチーム力の向上に向けて」
講演題目：「代謝・栄養学を駆使した緩和ケアの構築とその実
践」
講演者：東口高志（藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学
講座
教授）
講演題目：「骨太のチーム力を身につける～症状緩和とスキル
ミクス型チーム医療」
講演者：有賀悦子（帝京大学医学部内科学講座緩和医療科准
教授）

医学部・医学系研究科学務課
052－744－1981
医学部附属病院内がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮ
ﾅﾙ養成ﾌﾟﾗﾝ事務局
052－744－1902

10月31日（土） 農業ふれあい教室
場所：東郷フィールド
時間：10：00～15：00

生命農学研究科附属フィールド科
学教育研究センター事務掛
0561-37-0210

11月1日（日） 流鏑馬
場所：教育学部附属学校グラウンド
時間：13：00～15：00
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月6日(金)
法学部創立６０周年記念国際シ
ンポジウム

場所：東京国際フォーラム　ホールD７
時間：13：30～17：30
テーマ：「体制移行国・発展途上国への法学教育協力
～名古屋大学日本法教育研究センターの新たな挑戦～」
入場料：無料

法政国際教育協力研究センター
052－789－2325、4263

11月7（土） 野外観察園見学会
場所：博物館野外観察園
時間：13：00～14：00
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767




