
平成２１年１１月２５日 
 

 

 

平成２１年度 第７回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料１） 
 
２ 名古屋大学海外拠点の設置について（資料２－１、２－２） 

 

 ３ 寄附講座の設置について（資料３－１、３－２） 

 

 ４ 日本学術会議中部地区会議学術講演会の開催について（資料４） 

 

５ 環境報告書２００９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



国立大学法人名古屋大学の平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価結果（概要）  
 
 
本評価結果は、平成 20 年度の業務実績報告に基づき、業務運営などを中心に国立

大学法人評価委員会が評価し、平成 21 年 11 月 6 日付けで公表されたものである。  
「１ 全体評価」と「２ 項目別評価」で構成されている。  
「全体評価」では，下記の通り主な特記事項が取り上げられている。  
また，「項目別評価」においては，「業務運営・財務内容等の状況」の 4 項目すべて

が，「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定を得た（5 段階

評価の上から 2 番目）。  
なお，「教育研究等の質の向上の状況」については，例年，その特性に配慮して，年

度ごとの評価においては外形的，客観的評価のみが行われるため，項目別評価におけ

る項目ごとの評定はなかった。 

 
1 全体評価  
 
・ 名古屋大学は、「名古屋大学学術憲章」と中期目標・中期計画を基に「名古屋大学

運営の基本姿勢」を示し、世界最高水準の研究の展開と次世代を担う若手研究者の

育成を目指し、教育研究環境の整備に取り組んでいる。  
 
・ 業務運営については、男女共同参画の推進のため重点項目を設定し取組を行い、

発展型ポジティブ・アクションの導入、育児短時間勤務制度の制定等に取り組んで

おり、積極的な取組として評価できる。この他、業務効率化プロジェクトを継続し、

職員約 1,200 名に対し業務量調査及びウェブサイトによる意識調査を実施し、組織

改革と事務改善の効果の検証に取り組んでいる。  
 
・ 一方、年度計画に掲げている部局評価の基本方針を定めるまでには至っていない

ことから、円滑な取組が求められる。  
 
・ 財務内容については、外部資金の獲得に向けた積極的な取組による外部資金の増

加や複写機の包括役務契約への見直し等による節減の効果が現れている。  
 
・ 環境に配慮した取組では、名古屋市のエコ事業所認定により、環境負荷軽減と省

資源化を推進するための取組が評価され、名古屋市エコ事業所「優秀賞」を受賞す

るなど積極的な取組を行っている。  
 
・ 教育研究の質の向上については、英語教育について、新カリキュラム実施に向け

た取組、習熟度別履修コース制度とプレースメントテストの導入に向けた取組を行

っているほか、国際学術交流奨励事業制度等による大学院博士後期課程学生への支

援等に取り組んでいる。  
 

2 項目別評価  
中期目標(大項目) 評定 

Ⅱ 業務運営・財

務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標 ○ 

（２）財務内容の改善に関する目標 ○ 

（３）自己点検・評価及び当該状況にかかる情報の提供に関する目標 ○ 

（４）その他業務運営に関する重要目標 ○ 

※ 「評定」欄の記号は、以下の評価を表す。 

◎：中期目標・中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある 

○：中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

△：中期目標・中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる 

▲：中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れている 

×：中期目標・中期計画の達成のためには重大な改善事項がある 

 



資料２－１ 

 

名古屋大学ウズベキスタン事務所の設置について 

 

１．名称 

 名古屋大学ウズベキスタン事務所 

 

２．目的及び活動  

 本学の学術憲章では「国際的な学術連携及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」と宣言し、中期計画では「優秀な留学生を受け入れ、海外の大学
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」と定めている。これに基づき、
本事業では、これまで実施してきた質の高い学部・大学院教育を留学生にもより広く提供
し、国際的に活躍できる人材を育成するため、日本人学生と留学生が共に学ぶ新たな環境
を構築することを目指している。そして、本学がわが国の大学を国際化する拠点となり、
世界の Nagoya University へ転換していくため、平成 21 年度文部科学省国際化拠点整備事
業（グローバル３０）に申請し、採択された。 
当該事業では、本学がウズベキスタン共和国タシケントに設置を予定していた海外拠点

が「海外大学共同利用事務所」に指定された。 
名古屋大学ウズベキスタン事務所では、 

（１）ウズベキスタンの高校生に対して本学の情報を提供するとともに、本学入学希望者
に対して入学試験を実施する。 

（２）日本の他大学への留学希望者に対して、各大学のパンフレット等を提供し、希望す
る大学の情報が得られるようにする。 

（３）ウズベキスタンにおける高等学校のレベル等教育事情に関する情報収集を行う。 
（４）ウズベキスタン外務省及び高等・中等教育局等関係機関との協議等を行う際の窓口
としての役割を果たす。 

（５）国内の他大学も参加できる形態で、留学説明会を企画し、実施する。 
といった、ウズベキスタンにおける留学生獲得活動を促進する。 
 また上記に加えて、タシケント法科大学に設置されている日本法教育研究センターと協
力しつつ、業務を進める。 
 

３．候補施設等 
（１）住所 
  14th Floor, International Business Center, 107-B, Amir Temur Street,  

Tashkent 700084 Republic of Uzbekistan 

  

（２）施設面積 

使用面積 102.4 平米 

 

４．開設時期等 

2010 年 3 月に開所式を実施する。 

 

５．設置形態 

  ウズベキスタン外務省所轄の外国代表機関 

  日本法教育研究センター(ウズベキスタン)をも含んで取得予定。 

 

６．組織 

非常勤：所長 

常勤；副所長、管理員 



 

資料２－２ 

 

名古屋大学ヨーロッパセンターの設置について 

 

1. 名称 

名古屋大学ヨーロッパセンター 

 

2. 目的 

本学の学術憲章では、「国際的な学術連携及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」と宣言し、中期計画では、「優秀な留学生を受け入れ、海外の大学

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」と定めている。 

これに基づき、本学ではこれまで実施してきた質の高い学部・大学院教育を留学生にも

より広く提供し、国際的に活躍できる人材を育成するため、日本人学生と留学生が共に学

ぶ新たな環境を構築することを目指している。 

本学は、平成 21 年度文部科学省国際化拠点整備事業（グローバル 30）に採択され、平成

23 年度から英語のみの教育で学位取得が可能なコースを開設することにより、積極的な留

学生受入れを推進するなど、大学の国際化のための取組みを積極的に進めている。 

こうしたことを受けて、名古屋大学のヨーロッパでのプレゼンスをさらに高めるために、

本学のヨーロッパにおける研究、教育及び国際交流等の活動拠点として、フライブルク大

学の協力を得て、「名古屋大学ヨーロッパセンター」を設置する。 

 

3. 主な活動 

(1) 教育、研究、国際交流等の情報の発信 

a. グローバル COE を中心とした名古屋大学における国際水準の研究情報の発信 

b. 教育、とりわけ留学生の受入に関する情報の発信 

c. 国際交流事業に関する情報の発信 

(2) 本学への留学の促進と単位互換制度・共同教育プログラムの開発等の支援 

a. 留学説明会の開催、留学生リクルートメントの支援 

b. 単位互換制度・共同研究プログラムに関する情報収集、連絡調整等の開発支援 

(3) 産学連携活動の支援 

a. 本学と協定校及び企業等との連絡調整 

b. 本学の研究シーズと現地企業等とのマッチング支援 

(4) ヨーロッパにおける国際交流、留学生に関する情報の収集 

a. 高等教育機関に関する情報収集 

b. 「エラスムス・ムンドゥス」（Erasmus mundus）等の学生交流情報等の収集 

c. ヨーロッパの高等教育機関における日本研究・教育に関する情報の収集 

(5) セミナー、シンポジウム等の開催 

a. 名古屋大学フェア等の開催 

b. 日本の社会、政治、経済、文化等に関するセミナーの開催 

c. 教育、研究に関するシンポジウムの開催 



 

(6) 国際共同研究や国際学術交流の促進 

a. 現地の助成金情報の情報収集及び提供 

b. 現地でのセミナー開催支援、関係機関等との連絡調整支援 

c. 会議室、研究スペースの提供を通じた国際共同研究支援 

(7) 本学からヨーロッパ（特にドイツ）への派遣留学支援 

a. ヨーロッパ（特にドイツ）に留学する本学留学生に対する支援 

(8) ヨーロッパの本学卒業生とのネットワーク支援 

a. 卒業生名簿の整理 

b. 卒業生との連絡調整 

(9) 本学教職員の出張時や海外研修時の支援 

(10) 研究者のリクルート支援（教員等の海外公募支援） 

(11) ヨーロッパにおける法情報の収集および日本法に関する情報提供等 

a. ヨーロッパの最新の法情報の収集 

b. 外国人研究者等からの要望に応じた日本の法情報の提供 

c. 上記活動を通じた、比較法研究の新たなスキームの構築 

d. 上記活動に伴う成果の公刊 

(12) その他 

 

4. 場所 

ドイツ フライブルク・イン・ブライスガウ市 

 

5. 開設時期 

平成 22 年 4 月 1日（予定） 

 



1
国
立

名古屋大学 事務局 名古屋大学上海事務所
中
国

中国 上海 2006 上海交通大学

2
国
立

名古屋大学 大学院法学研究科 名古屋大学ビジネス訴訟研究所
欧
州

ドイツ フライブルグ 2005 フライブルグ大学

3
国
立

名古屋大学
大学院法学研究科
法政国際教育協力研究セ
ンター

ウズベキスタン日本法教育研究セン
ター

欧
州

ウズベキス
タン

タシケント 2005
国際協力機構、外務省、
文部科学省

タシケント国立法科大学

4
国
立

名古屋大学
大学院法学研究科
法政国際教育協力研究セ
ンター

モンゴル日本法教育研究センター
ア
ジ
ア

モンゴル ウランバートル 2006 文部科学省 モンゴル国立大学法学部

5
国
立

名古屋大学
大学院法学研究科
法政国際教育協力研究セ
ンター

ベトナム日本法教育研究センター
AS
EA
N

ベトナム ハノイ 2007 文部科学省、外務省 ハノイ法科大学

6
国
立

名古屋大学
大学院法学研究科
法政国際教育協力研究セ
ンター

カンボジア日本法教育研究センター
AS
EA
N

カンボジア プノンペン 2008 文部科学省 王立法経大学

7
国
立

名古屋大学 事務局
名古屋大学テクノロジー・パート
ナーシップ

北
米

米国
ノースカロライ
ナ州ダーラム

2007

三重大学、名古屋工業大
学、名古屋市立大学、中
部大学、豊田工業大学、
浜松医科大学、岐阜大
学、豊橋技術科学大学、

ノースカロライナ州立大
学、ノースカロライナ大
学、デューク大学、
ウェイクフォレスト大学

8
国
立

名古屋大学 博物館 フィールドリサーチセンター
ア
ジ
ア

モンゴル ウランバートル 2009 モンゴル科学技術大学

日本側機関

海外拠点名
形
態

名称 部局

名古屋大学　海外拠点の設置状況

協力機関

番号
国・地域名

海外拠点

都市名 日本側 設置国側

設
置
年



資料３－１ 

 

寄附講座等設置概要 
大 学 等 名 

（学部・学科等名） 
名古屋大学 

（大学院環境学研究科）
寄附講座等の 
名    称 

しんきん環境事業 
イノベーション寄附講座 

設 置 期 間 平成 ２２年 １月 １日～平成 ２４年 １２月 ３１日 

担

当

教

員 

職    名 ふ り が な 
氏   名 

任  用  期  間 
（前      職） 備 考

寄附講座教授 やすだきみあき 
安田公昭 

平成２２年１月１日～平成２４年１２月３１日 
（株式会社バイオキャリアテクノロジー・専務取締役）  

寄附講座准教授 かわはらかずお 
河原一夫 

平成２２年１月１日～平成２４年１２月３１日 
（岡崎信用金庫 蒲郡支店長           ）  

寄 附 者 

寄附者名 
所在地 

豊橋信用金庫 
〒440-8603 愛知県豊橋市小畷町 579 番地 

寄附者名 
所在地 

豊川信用金庫 
〒442-8520 愛知県豊川市末広通 3丁目 34 番地 1 

寄附者名 
所在地 

豊田信用金庫 
〒471-8601 愛知県豊田市元城町 1丁目 48 番地 

寄附者名 
所在地 

碧海信用金庫 
〒446-8686 愛知県安城市御幸本町 15 番 1 号 

寄附者名 
所在地 

西尾信用金庫 
〒445-8601 愛知県西尾市寄住町洲田 51 番地 

寄附者名 
所在地 

蒲郡信用金庫 
〒443-0043 愛知県蒲郡市元町 5番 8号 

寄附者名 
所在地 

岡崎信用金庫（グループ会社含む） 
〒444-8602 愛知県岡崎市菅生町字元菅 41 番地 

寄 附 金 寄附金額 総額 105,000 千円 

教育研究 
の 概 要 

産学連携寄附講座の必要性
環境問題は人類が克服すべき課題として広く社会へ浸透している。企業は、環境と

いうキーワード抜きでは存続が図れないとの認識のもと、環境問題の解決に向けた各
種事業を実施し社会に貢献してきた。しかし、企業が実施してきた環境事業が適切な
ものであるかについて厳密な評価がなされていない。企業として、社会に貢献する環
境事業を行なうために、環境事業に対する社会的な価値や貢献度を客観的に評価する
指針が必要であり、環境事業の社会的な価値や貢献度を評価する基準を提示すること
が大学に要請されている。また、革新を促す可能性のある情報を提供することも社会
から大学に要請されている。このような要請に応えるためには、高い理念を備え、環
境問題の現状に対して鋭く把握・分析でき、それを踏まえて柔軟に対応できる高度環
境実務者の育成及び企業の実務者（社会人）の再教育の新たな体制が必要であり、し
んきん環境事業イノベーション寄附講座を環境に関する学際的教育研究部局である
環境学研究科内に設置する。 

寄附講座の教育・研究内容 
本寄附講座では、大学関係者と環境事業に携わる企業関係者が連携することで、革

新著しい企業の環境事業への取り組みについての事例を解析し、環境事業の社会的な
価値及び貢献度を明確にする環境事業評価指針を作成するとともに、革新を促す可能
性のある情報を広く社会に提供する。本寄附講座が中心となり、講義、公開講演会、
企業経営者向けゼミナール、学生・院生と企業関係者の意見交換会等を実施し、大学
と環境実務者との連携強化を図るとともに、環境分野における社会が要請する人材の
教育・育成に寄与する。 

備  考 
平成２１年１０月 ７日 環境学研究科教授会承認 
平成２１年１０月２３日 設置決定（総長承認） 



資料3-2

名古屋大学大学院医学系研究科地域医療教育学寄附講座

名古屋市立大学大学院医学研究科地域医療学寄附講座

開講合同記念式典

日時:平成 21年 11月 19日17時30分から

於 :名古屋大学医学部附属病院講堂

式次第

-､開会の辞

-､挨拶

一､挨拶

-､感謝状贈呈

-､来賓ご挨拶

名古屋市立大学病院

名古屋大学

名古屋市立大学

愛知県知事

名古屋市長

戸苅 創 病院長

溝口 道成 総長

西野 仁雄 学長

神田 真秋 様

河村 たかし 様

財団法人愛知県市町村振興協会理事長 鈴木 公平 様

-､名古屋大学寄附講座紹介

名古屋大学 祖父江 元 医学系研究科長 ･医学部長

一､名古屋市立大学寄附講座紹介

名古屋市立大学 白井 智之 医学研究科長 ･医学部長

一､開会の辞

名古屋大学医学部附属病院 松尾 清一 病院長

司会 :名古屋大学医学部附属病院 総合医学教育センター教授 植村 和正



地域医療に関する寄付講座概要

地域医療-積極的に貢献する医師を確保するため､広い領域で高い診療能力を有する病

院総合医の養成を目的とした講座が下記のとおり設置されました｡

記

1 設置先 (講座名)

国立大学法人名古屋大学 大学院医学系研究科 (地域医療教育学講座)

公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科 (地域医療学講座)

2 設置期間

平成21年 10月 1日～平成26年 3月31日

3 講座の目的

広い領域で高い診療能力を有 している病院総合医の養成

4 講座の内容

医学生-の地域医療に関する教育､研修医等に対する指導や支援及び地域医療に関す

る研究を行い､総合医の養成及び研究成果の普及啓発を行 う｡

5 その他

両講座 とも愛知県､名古屋市及び財団法人愛知県市町村振興協会の寄付により設置｡
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地域医療教育学講座の目的･ミッション

目 的: 新たな地域医療構築に向けた

研究､社会活動､教育

ミッション:

1.研究 地域の医療ニーズの調査､政策提言

2.社会活動 地域への啓発活動､相互理解の推進

PublicMedicalCommunicator(PMC)fJR

3.教育 地域ニーズ指向型医療人の育成
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ミッション1(研究)

地域の医療ニーズの調査､政策提言

●県内各地域の患者･住民側の医療ニーズを明らかにする

●県内各地域の医療側の特色･課題を明らかにする

●医療側と住民･患者側のニーズマッチと

行政への政策提言

ミッション2(社会活動)
地域への啓発活動､相互理解の推進

PublicMedica)Communicator(PMC)のfJR

● 医療一患者間の相互理解を深める

PublicMedicalCommunicator(PMC)の育成

(主に学生)

■ 啓発活動､相互理解､負担軽減

■ コミュニケーションの確立

●地域全体で医療を支える気風(メディカルリテラシー)の

醸成
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ミッション3(教育)

地域ニーズ指向型医療人の育成

●映像 (シネメデュケーシヨン)､TBL(Teambasedlearning)
などによるプロフェッショナリズム (医の原点 ･心構えなど)
を醸成

●地域医療への理解 ･考え方を推進する講義 ･実習

●心理学､行動科学､文学等 (リベラルアーツ)を取り入れた

地域医療学教育

●研修医対象の地域医療セミナー (生活習慣病､禁煙教育､
呼吸リハビリ､ターミナルケアなど)の開催

スタッフ紹介

●准教授 安井浩樹

総合内科専門医､呼吸器専門医｡平成15年より三重大学

医学部卒後臨床研修部､NPO法人MMC卒後臨床研修セン

ターで三重県の臨床研修､地域医療教育に関わる｡

●助教 青松棟吉

長野県佐久総合病院で総合診療科を研修後､名古屋大学

総合診療部で､総合診療､医学教育を学ぶ｡マーストリヒト

大学医学教育修士課程在学中｡
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学内の支援･協力体制

● 医学部附属総合医学教育センター

● 卒後臨床研修･キャリア形成支援センター

● 東海若手医師キャリア支援プログラム

〔東海地区七大学連携事業～

平成20年度文部科学省採択事業

● 附属病院総合診療科

● 研究科各講座､附属病院各診療科
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日本学術会議 

中部地区会議学術講演会 
 

 

 名古屋大学東山キャンパスにおいて日本学術会議中部地区会議学術講演会が開催されます。

入場無料でどなたでも参加いただけます。ご来聴をお待ちしています。 

 

 

日時   ２００９年１２月４日（金） １３：００～１６：００ 

場所   名古屋大学 東山キャンパス 野依記念物質科学研究館 

     （名古屋市千種区不老町） 

     （名古屋市交通局地下鉄名城線名古屋大学駅下車２番出口より徒歩５分） 

主催   日本学術会議中部地区会議 

共催   名古屋大学 

 

＜プログラム＞ 

 

１．挨拶 名古屋大学総長  濵口 道成 

２．日本学術会議第１５６回総会報告 

３．科学者との懇談 

４．学術講演 

  Ⅰ 「食品に対する消費者の不安について」 

      唐木 英明（日本学術会議副会長） 

 

 

  Ⅱ 「学知とその社会的還元－コレージュ・ド・フランスの場合－」 

      佐藤 彰一（名古屋大学大学院文学研究科教授） 

     （グローバルCOEプログラム「テクスト布置の解釈学的研究と教育」拠点リーダー） 

     （同プログラムに関する詳しい内容はこちらのHPをご覧ください。 

      http://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/） 

 

 

  Ⅲ 「シアノバクテリアの一日を測るタンパク質」 

      近藤 孝男（名古屋大学大学院理学研究科教授） 

     （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」 

      拠点リーダー） 

     （同プログラムに関する詳しい内容はこちらのHPをご覧ください。 

      http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/gcoe/） 

http://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/
http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/gcoe/


 

日本学術会議とは 

 日本の文系・理系全分野の学者を代表する組織です。 

日本の学術を代表して，政府への政策提言，国際的な活動，学術ネットワークの構築， 

そして学術の役割について社会に伝えるなどの活動をおこなっています。 

 

日本学術会議中部地区会議・学術講演会とは 

 地域に密着した活動をするために，全国に７つの地区会議という組織があります。 

中部地区会議は富山，石川，福井，長野，岐阜，静岡，愛知，三重の８県で構成され， 

年2回の学術講演会を開催し，それぞれの地域にある大学などの学術機関の研究者が 

おこなっている活動について紹介しています。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

日本学術会議中部地区会議事務局（名古屋大学研究協力部研究支援課内） 

TEL：052‐789‐2039 FAX：052‐789‐2041 

 



日本学術会議　　日本学術会議

 日　時 2009年12月４日（金）　  
   13：00～ 16：00
  場　所 名古屋大学東山キャンパス
   野依記念物質科学研究館
   （名古屋市千種区不老町）

 

 １．挨　拶　　名古屋大学総長　濵口　道成
 ２．日本学術会議第１５６回総会報告
 ３．科学者との懇談
 ４．学術講演
 Ⅰ　「食品に対する消費者の不安について」
  唐木　英明　　日本学術会議副会長
 Ⅱ　「学知とその社会的還元－コレージュ・ド・フランスの場合－」
  佐藤　彰一　　名古屋大学大学院文学研究科教授
 Ⅲ　「シアノバクテリアの一日を測るタンパク質」
  近藤　孝男　　名古屋大学大学院理学研究科教授

  主　　　催 日本学術会議中部地区会議　　　　
  共　　　催 名古屋大学
  問い合わせ先 日本学術会議中部地区会議事務局
 　　　　　　 （名古屋大学研究協力部研究支援課内）
    TEL：052－ 789－ 2039　　
    FAX：052－ 789－ 2041 

Program

中部地区会議学術講演会

どなたでも
参加できます
（入場無料）

● 地下鉄名城線名古屋大学駅下車、２番出口より徒歩５分
● JR名古屋駅・名鉄新名古屋駅・近鉄名古屋駅からの場合…地下鉄東山線藤が丘行きに乗車し、
　本山駅で地下鉄名城線右回りに乗り換え、名古屋大学駅下車。所要時間約 30分 ( 乗換含 ) 
● JR 金山駅・名鉄金山駅からの場合…地下鉄名城線左回りに乗車し、名古屋大学駅下車。所要時間約 25分 
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ルース駐日米国大使夫妻の本学訪問について 

 

日 時：11 月 19 日（木） 11:30-13:00 

来訪者：＜アメリカ大使館＞   駐日米国大使    ジョン・Ｖ・ルース     

大使夫人         スーザン・Ｈ・ルース 

大使特別補佐     Michael Quinlan 

 

会 場：豊田講堂 3 階 応接室・第 2会議室  

 

【会談：豊田講堂・応接室】通訳なし（英語のみ） 

 出席者 計 11 名（大使館 5名 名大 4名＋2名 ） 

＜名大＞ 

濵口総長 

宮田理事 

佐分理事 

山本副総長  

＜大使館＞ 

大使 

大使夫人 

首席領事 

大使特別補佐 

広報担当領事 

【昼食会：豊田講堂・第 2階議室】 通訳なし（英語のみ） 

 出席者 計 26 名（大使側 5名 名大側 総長・教員 5名 学生 16 名） 

＜名大＞ 

濵口総長 

宮田理事 

高井次郎教授（教育）司会  

春名幹男教授（国言） 

長畑明利教授（国言） 

ピーター・ロンコープ（国言） 

学生 

＜大使館＞ 

大使 

大使夫人 

首席領事 

大使特別補佐 

広報担当領事 



 

 進行 

1. 歓迎のことば（司会者） 

2. 濵口総長歓迎挨拶 

3. 大使挨拶 

4. 質疑応答開始（司会者） 

5. 学生からの質問 

 

 記念撮影 12:50- 

昼食会後、大使と記念撮影 

 



 

 

 

 

 

 

環境報告書 2009 については、施設管理部ホームペー

ジをご覧下さい。 

 

http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/rpt.html 
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○役員会等
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

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

2日（水） 教授会（法学部・法学研究科、医学部・医学系研究科、環境学研究科）

9日（水）
教授会（文学部・文学研究科、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）

教授会（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 工学部 工学研究科 国際開発研究科 多元数理科学研究科 国

名古屋大学　平成21年12月予定表
           （教育記者会用）

16日（水）
科、医学系研究科、工学部・工学研究科、国際開発研究科、多元数理科学研究科、国
際言語文化研究科、総合保健体育科学センター）
研究科委員会(医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）

18日（金） 教授会（理学部・理学研究科、環境医学研究所）

24日（木）
教授会（農学部・生命農学研究科、太陽地球環境研究所）
部門長会議（エコトピア科学研究所）



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

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： 大50名程度
受講料：3,000円

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

10月13日(火)～
12月26日（土）
（日・月曜日休
館）

第18回博物館企画展「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17日(土)～
12月26日（土）
（日・月曜日休
館）

第19回博物館企画展「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

11月13日（金）～
29日(日)

第18回博物館企画展「剥ぎ出し
の地球～南極大陸」サテライト
展示

場所：SMBCパーク栄
時間：9：00～17：00(平日)、10：00～17：00（土日祝）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月26日（木）
国連大学・名古屋大学・(財)国連
大学協力会共催シンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～17：00
テーマ：「資源としての生物多様性を考える－COP10へ向けて」
入場料：無料

国際部国際企画課
052-789-2043

11月26日（木）
シリア・ユーフラテス河中流域の
環境変遷史国際シンポジウム

場所：理学部Ｅ館1階127講義室
時間：13：00～17：00
主催：特定領域研究 計画班「環境地質学、環境学、炭素14年
代測定にもとづくユーフラテス河中流域の環境変遷史」研究グ
ループ（代表者：星野光雄（本学名誉教授）

環境学研究科
田中　剛教授
052-789-2595

11月26日（木）、
27日（金）

グローバルCOEプログラム「機
能分子医学への神経疾患・腫瘍
の融合拠点」第2回国際シンポ
ジウム

場所：ヒルトン名古屋
時間：13：20～17：55（11/26）、10：00～17：10(11/27)
テーマ：「神経精神疾患克服への新展開」
参加費：無料

グローバルCOE推進室
052-744-1946

11月26日（木）、
12月10日（木）

第107回博物館特別講演会、
第108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：「名古屋帝国大学の誕生」(11/26)
講演者：堀田慎一郎（大学文書資料室助教）
講演題目：「名古屋大学の教育・研究の現状」(12/10)
講演者：杉山寛行（本学副総長）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月28日（土）、
12月12日（土）、
12月19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



11月28日（土）、
12月12日（土）、
12月26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
定員：10名

博物館事務室
052-789-5767

11月28日（土）、
12月5日（土）、
12月19日（土）、
1月23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：「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） 
講演題目：「魚類研究から考える、人とその社会」（12/5）
講演者：宗宮弘明（生命農学研究科教授）
講演題目「ヒトの心の進化－ヒトの心・サルの心」（12/19）
講演者：川合伸幸（情報科学研究科准教授）
講演題目：「聖母マリア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
ecoextender@soec.nagoya-
u.ac.jp

11月30日（月）
（10月8、9日の台
風による振替）

第10回オープンフォーラム

場所：野依記念学術交流館1階
時間：9：30～17：05
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

農学国際教育協力研究センター
浅沼修一教授
052-789-4232

12月2日(水)
対話創生力養成プロジェクト
学際セミナー：対話(ダイアログ)

場所：全学教育棟北棟207号室
時間：16：00～18：00
講演題目：「異文化との対話－日米の大学における政治的妥
当性（ポリティカルコレクトネス）をめぐる論争を事例として－」
講演者：中野由美子（国際言語文化研究科准教授）

国際言語文化研究科
玉岡賀津雄教授
052-789-4335

12月2日（水）
第2回イノベーション創出若手研
究人材養成

場所：東京ステーションコンファレンス602号
時間：12：45～18：30
内容：「『イノベーション創出若手研究人材養成』採択機関の取
り組み」についての活動報告

研究協力部社会連携課
052-789-5545
ビジネス人材育成センター
（シンポジウム事務局）
052-747-6490

12月2日（水）、
12月9日（水）

フラワーアレンジメントの会

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：16：30～18：00
内容：フラワーアレンジメントの手法を講師の先生に習いなが
ら、自分だけの自由な作品を作って楽しみます。（全3回シリー
ズ）
参加費：500円（3回分）
対象：本学学生及び教職員　　　
※要事前申込

学生支援GP推進室　　
052-747-6456

12月3日（木）
平成21年度産学官連携戦略展
開事業研修会

場所：ミッドランドスクエア・オフィスタワー5階ミッドランドホール
時間：13：00～17：00
テーマ：「大学等の安全保障貿易管理体制の整備に関する研
修会」

研究協力部社会連携課
052-789-5545

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7階カンファレンスホール
時間：13：00～　　　　　　　　　　　　　　　　　
講演題目：「台湾現代小説における身体政治と青春像」
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



12月4日（金）
第10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
講演題目：「トヨタの金融事業と金融危機対応 」
講演者：鈴木武（トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表
取締役社長）
定員：180名（登録制・先着順受付）
入場料：無料

経済学研究科附属国際経済政策
研究センター
052-789-2361

12月4日(金)
附属図書館友の会トークサロン
第18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：「図書館員のヨーロッパ美術館巡り」
講演者：川瀬正幸（京都大学附属図書館事務部長）
入場料：無料

附属図書館
友の会事務局
052-789-3666

12月5日（土）
第30回博物館コンサート
（NUMCo）「ジャズコンサート」

場所：博物館講義室
時間：14：00～15：00
演奏：軽音楽部エーデルレーテジャズオーケストラ
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

12月5日（土）
地球水循環研究センター公開講
演会

場所：シンポジオンホール
時間：13：00～17：00
テーマ：「気象現象を観る・気象現象を測る」
入場料：無料

地球水循環研究センター
研究協力事務室
052-789-3466

12月6日（日）
第18回博物館企画展「剥き出し
の地球～南極大陸」関連事業
「南極観測隊と電話で話そう」

場所：博物館展示室及び講義室
時間：15：00～17：00
定員：30名
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

12月7日（月） 宇宙航空シンポジウム

場所：シンポジオンホール
時間：13：00～17：00
内容：JAXAとの連携協定に基づく活動紹介
入場料：無料

研究協力部社会連携課
052-789-5545

12月8日（火）
フォーラム「教職員の支援力を
結集した学生支援－新たな取り
組みとこれからの広がり－」

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3Fベンチャーホール
時間：13：00～　　　
講演者：杉江　征（筑波大学准教授）、久保田慶一（東京学芸
大学教授）、加藤大樹（学生相談総合センター特任助教）　　　
※要事前申込

学生支援GP推進室　　
052-747-6456

12月11日（金）
第2回名古屋大学医学・バイオ
系特許フェア

場所：中央診療棟3階講堂
時間：14：00～18：00
講演題目1：「ウイルスを用いたがん治療法の開発」
講演者：西山幸廣（医学系研究科教授）　
講演題目2：「創薬バイオベンチャーの戦略・問題点」
講演者：三田四郎氏（エムズサイエンス会長）または嶋内明彦
氏（エムズサイエンス社長）　
講演題目3：「アルツハイマー薬（アリセプト）の開発」
講演者：杉本八郎（製薬企業OB・京都大学大学院薬学研究科
教授）
展示説明・個別相談
ネットワーキング（交流会）

産学官連携推進本部
産学官連携コーディネーター　
石山慎一研究員
052-744-1987
医学部･医学系研究科経営企画
課研究協力掛
052-789-2429

12月13日（日）
東海がんプロフェッショナル養成
プラン
平成21年度市民公開講座

場所：経済学部第2講義室
時間：14：00～16：00
テーマ：「 近のがん治療について」
講演題目：「 近の禁煙治療について」
講演者：杉下美保子（医学系研究科特任助教）
講演題目：「変わりつつあるがん治療　ー放射線治療の新展
開ー」
講演者：伊藤善之（医学系研究科准教授）
対象者：一般市民、学生、医療関係者
入場料：無料

医学部・医学系研究科学務課
がんプロフェッショナル養成プラン
事務局
052-744-1981



12月15日（火）
第9回遺伝子実験施設公開セミ
ナー

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：13：30～17：30
テーマ：「次世代シーケンサーを用いた 先端のゲノム研究」
（仮）
講演者：竹山春子（早稲田大学教授）、清水健太郎（チューリッ
ヒ大学准教授）、鈴木穣（東京大学准教授）
入場料：無料

遺伝子実験施設事務室
052-789-3086

12月17日（木） 基盤研究公開セミナー

場所：ＩＢ電子情報館中棟1階013講義室
時間：13：30～15：30
テーマ：「基盤としてのソフトウエア科学　応用としての医療支
援」
講演題目：「情報科学を支える『ソフトウエア科学』」
講演者：結縁祥治（情報科学研究科教授）
講演題目：「情報科学による医療の支援－画像処理の立場か
ら－」
講演者：森　健策（情報科学研究科教授）
入場料：無料

情報文化学部・情報科学研究科
庶務掛　
052-789-4716

12月18日（金）
附属図書館研究開発室
第37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
講演題目：「岡山大学附属図書館における所蔵資料を活用し
た地域貢献事業について」
講演者：倉地克直（岡山大学附属図書館長）
入場料：無料

附属図書館
情報管理課庶務掛
052-789-3667

12月18日（金）、
1月20日（水）

第55回防災セミナー、
第56回防災セミナー

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：「伝え手から見た阪神淡路大震災15年ー社会はど
う変わったかー」（12/18）
講演者：中川和之氏（時事通信）
講演題目：「伝え手から見た阪神淡路大震災15年ー神戸はど
う変わったかー」（1/20）
講演者：磯辺康子氏（神戸新聞社）

災害対策室
052-788-6038

12月19日（土）
第4回先端医療ヘルスケアセミ
ナー

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～16：00
テーマ：「 新ガン治療と健康ライフ」
講演題目：「がんの免疫細胞療法ー有効性と問題点」
講演者：吉田松年（本学名誉教授）
講演題目：「いかに健康を守るか」
講演者：西川俊男氏（ユニー株式会社特別顧問）
入場料：無料

特定非営利活動法人
先端医療推進機構事務局
052-719-1853

12月25日（金）
2009年度第6回オープンセミ
ナー

場所：理学部B棟B-312教室
時間：15：00～17：00（予定）
講演者：花里信彦（国際協力機構企画部参事役兼国際科学技
術協力室参事役）
講演題目：「科学技術のODA推進のための大学・研究機関と
JICA連携について」（仮）
入場料：無料

農学国際教育協力研究センター
浅沼修一教授
052-789-4232

12月25日（金）、
26日（土）

ミクロの探検隊「ミクロの世界を
のぞいて、放散虫の進化に触れ
よう」

場所：博物館展示室
時間：12：50～16：00（12/25）、13：00～16：40（12/26）
定員：15名
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767



1月19日（火）～2
月6日（土）
（日・月曜日休
館）

博物館ボタニカルアート作品展
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

1月29日（金） 平成21年度工学研究科懇話会
場所：環境総合館１階レクチャーホール
時間：13：30～17：15
テーマ：「工学研究科附属センター群への期待と展望」

工学部・工学研究課総務課
052-789-3404
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