
平成２１年１２月２４日 
 

 

 

平成２１年度 第８回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 民主党愛知県連との意見交換会について（資料１） 
 
２ 濵口プランについて（資料２） 
 
３ 佐藤彰一特任教授が日本学士院新会員として選定される（資料３） 

 

 ４ 濵口総長が中国の学術交流協定校を訪問（資料４） 

 

 ５ 本学学生が全日本アマチュアボクシング選手権大会で３位入賞（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



鍛えろ！ 沈まぬ名古屋

資料１

鍛えろ！ 沈まぬ名古屋
～日本の活力は名古屋から～
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日本の危機日本の危機
（１）財政赤字

公債残高：公債残高
平成２０年度末で
７７８兆円７７８兆円
GDP比１４８％

財務省パンフレット
「日本の財政を考える
平成20年9月平成20年9月」
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日本の危機（２）超高齢人口減少社会日本の危機（２）超高齢人口減少社会

2,580万人

3,642万人
(1.4倍）2,580万人

8 445万人 4 595万人(54％)8,445万人 4,595万人(54％)
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名古屋は日本の産業の心臓部：地政学的特性を生かす
名古屋の大学の産学連携は日本の発展に必須！

名古屋港管理組合 企画調整室
「名古屋港の生産効果」
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国際化時代 少子高齢化時代国際化時代、少子高齢化時代
における大学の役割における大学の役割

• 国際競争に打ち勝つ人材育成、
科学技術開発の拠点科学技術開発の拠点

• 地域医療の司令塔

• 地域・日本経済を支える組織体• 地域・日本経済を支える組織体
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21世紀は『国際化時代』
～世界の40億人以上と競争する時代～ 福井大学提供資料～世界の40億人以上と競争する時代～ 福井大学提供資料

21世紀は『世界大競争時代』 欧米の競争力強化
中国，インド，ロシア

資源の少ない日本の生き残り，発展の道は？

中国，インド，ロシア
などの経済の躍進

経済発展 技術発展（イノベーション） 人材

“ヒト”がイノベーションを含む技術発展を生み出し，
技術発展が経済を発展させる

“人材”こそが国際競争力の源泉

技術発展が経済を発展させる

人材 こそが国際競争力の源泉

“人材”への投資が我が国にとって最も重要
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大学が技術発展に果たす二重の役割
福井大学提供資料

教育 人材育成 高度専門職業人

研 究 者研 究 者
技術発展

（イノベーション）大学の

研究 科学技術の発展

大学は，教育を通して『企業や研究所の人材を育成』し，
研究を通して『科学技術を発展』させる役割を担う

大学の強化が世界大競争時代の生き残りへの鍵大学の強化が世界大競争時代の生き残りへの鍵
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日本の現状 福井大学提供資料

大学（教育の先端）への投資軽視
ＯＥＣＤ先進国比較で，ＧＮＰ比 1/2

先端の研究や高度人材育成を
担う国立大学予算の削減

★国立大学法人運営費交付金 予算額
平成16年度 １兆2,415億円 → 平成21年度 １兆1,695億円

6年間で720億円減（5.8％減）

ＯＥＣＤ諸国で最下位の高等教育予算、
唯一予算を減額している国＝日本

トヨタ自動車(株)１社の年間研究開発費9,200億円の２倍にも満たない

6年間で720億円減（5.8 減）

唯一予算を減額している国＝日本

世界の現実

★米国は僅か５年間で大学の研究資金を1.5倍に大幅増額

世界の現実

2001年～2005年 約2兆4,600億円 → 約3兆7,300億円

日本政府の競争的研究資金（対民間を含む）は，2007年現在4,766億円

米国の1/8米国の1/8
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日米の現実

800 
億円 米国の大学

国立大学

私立大学

ジョンズホプキン

ワシントン大学
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700 公立大学

・データ：米国はNSF (2007), "Academic Research and Development
Expenditures: Fiscal Year 2005," Table 37.
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世界の現実

★中国は急速に科学技術力を伸長 ～学術論文数で日本をもはや凌駕～

世界の現実

10
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大学・研究機関の特許力評価ランキング (2009.6)では，国立大学で第１位
出典：Patent Result Co., Ltd.

特許の注目度を指数化す
る「パテントスコア」を用い
ることで、件数比較だけで
は見られない，質的な観
点を取り入れた評価。

各大学・研究機関が保有
する特許資産の強さを，
質と量の両面から総合的質と量の両面から総合的
に評価し，出願人，審査
官，競合出願人の３者
が，それぞれの特許につ
いて，どれくらい注目して
いるかを客観的に測るこいるかを客観的に測るこ
とができる。

200
特許総件数（1999～2000年）

特許総件数（日本特許の登録件数＋米国特許件数）では，国公私立大学で第１位
出典：朝日新聞出版社「大学ランキング2010」（2009.5.1）

188 180 179 179
163 160 152 139 114 107 107 82

0

50

100

150
特許総件数（1999 2000年）

0
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活発な研究：名古屋大学・外部資金受入状況

0 20 40 60 80

億円

平成20年度 14 51 4

平成19年度

平成18年度

11

9

47

42

4

3

平成17年度

平成16年度

7

7

28

21

3

1

共同 受託 受託員 受託事業 内地研究員

大 学名 H17 H18 H19 H20
東京 大学 20,112 19,970 21,222 21,324
京都 大学 13,115 12,874 14,281 14,403
東北 大学 9,479 10,071 10,411 11,074
大阪 大学 8 929 8 722 10 526 10 359大阪 大学 8,929 8,722 10,526 10,359
名古 屋大 学 6,455 6,770 6,633 6,658
北海 道大 学 5,614 5,998 6,054 6,176
九州 大学 5,683 6,008 6,129 5,728
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国際化時代、少子高齢化時代
における大学の役割における大学の役割

• 国際競争に打ち勝つ人材育成、
科学技術開発の拠点

• 地域医療の司令塔地域医療の司令塔

地域 日本経済を支える組織体• 地域・日本経済を支える組織体
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名大病院は地域医療の司令塔
全国の医療施設に従事する「人口10万対医師数」は206.3人
愛知 180 7人、岐阜 173 0人、静岡 169 9人、三重 177 9 人

名大病院は地域医療の司令塔

愛知 180.7人、岐阜 173.0人、静岡 169.9人、三重 177.9 人
愛知は全国平均より10万人当たり26人少ない=全県で1820人少ない！
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名大病院は地域医療の司令塔

名古屋大学病院 関連病院数

名大病院は地域医療の司令塔
名大病院の機能低下は地域医療の崩壊に直結する！

名古屋大学病院の関連病院数
主な関連病院は７８病院（そのうち愛知県は57）

区分 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 その他 計

関 連 病
院数

93 13 8 4 6 124

割合 75 0% 10 5% 6 5% 3 2% 4 8% 100%割合 75.0% 10.5% 6.5% 3.2% 4.8% 100%

主 関連病院 ち300床以上 関連病院数 53（そ ち愛知県 38）主な関連病院のうち300床以上の関連病院数は53（そのうち愛知県は38）
主な関連病院の病床数合計は31,352ベッド（そのうち愛知県は23,108）

主な研修病院の研修医採用者数は20年度は456人（そのうち愛知県は354）主な研修病院の研修医採用者数は20年度は456人（そのうち愛知県は354）
21年度は462人（そのうち愛知県は375 ）全国から集まる研修医
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名大病院は高度先進医療の拠点名大病院は高度先進医療の拠点

平成20年度

病院収益 （千円） 24 686 846

名大病院のみで可能な先進医療

病院収益 （千円） 24,686,846

年間外来患者数
（人）

556,302

•ＨＤＲＡ法又はＣＤ―ＤＳＴ法
による抗悪性腫瘍感受性試験
•骨髄細胞移植による血管新生療（人）

入院患者数 （人）

入院 a 18 729

•骨髄細胞移植による血管新生療
法
•悪性脳腫瘍に対する抗悪性腫瘍
剤治療における薬剤耐性遺伝子入院 a 18,729

退院 b 18,694

剤治療における薬剤耐性遺伝子
解析
•泌尿生殖器腫瘍の後腹膜リンパ

鏡在院 c 293,697

延患者数 b+c 312,391

節転移に対する腹腔鏡下リンパ
節郭清術
•リアルタイムＰＣＲを用いた迅

救急患者数 （人） 9,911
速診断
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国際化時代 少子高齢化時代国際化時代、少子高齢化時代
における大学の役割における大学の役割

• 国際競争に打ち勝つ人材育成、
科学技術開発の拠点科学技術開発の拠点

• 地域医療の司令塔

• 地域・日本経済を支える組織体• 地域・日本経済を支える組織体
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国立大学が地域に与える経済効果
日本経済研究所平成19年3月

1大学当たり 生産誘発効果 400億円～700億円
雇用創出数 6,000人～9，000人雇用創出数 6,000人 9 000人

名古屋大学 生産誘発効果 1,400億円～名古屋大学 生産誘発効果 1,400億円
雇用創出数 16,000人～

中部12大学では 生産誘発効果 ～ 1兆円
雇用創出数 ～10万人雇用創出数 10万人
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「全国大学の地域貢献度ランキング」
出典：日経グローカル No 136（2009 11 16）出典 日経グロ カル No.136（2009.11.16）

卒業生の県内就職率，インターンシップ，産学との連携や行政との連携，市民・住民グループへの貢献，地元企業団体と
の共同研究・受託研究件数，大学施設の地域開放度，地域貢献に関する学内担当者の有無などが評価の対象。

順
位

大学名
国公
私立

本部所在地 学生数 職員数
総合
得点

１ 大阪府立大学 公立 堺市 ６，４０９ ７４５ ８３大阪府 大学 堺市 ，

２ 筑波大学 国立 茨城県つくば市 １０，２１１ １，６５９ ８２

３ 立命館大学 私立 京都市 ３６，３１５ １，０３０ ８１

４ 名古屋大学 国立 名古屋市 ９，７０１ １，７５４ ８０

４ 熊本大学 国立 熊本市 ８，０３２ ９２９ ８０

４ 北九州市立大学 公立 北九州市 ６ ２２８ ２６５ ８０４ 北九州市立大学 公立 北九州市 ６，２２８ ２６５ ８０

７ 九州工業大学 国立 北九州市 ４，４２０ ３８１ ７９

８ 北海道大学 国立 札幌市 １１，６１０ ２，０３８ ７８北海道大学 国立 札幌市 ， ，

８ 九州大学 国立 福岡市 １８，６４７ ２，２２４ ７８

10 三重大学 国立 津市 ６，２３０ ７２６ ７７

※学生数や職員数の規模を考慮せず，純粋に地域貢献度を見た場合の総合ランキング

10 宇都宮大学 国立 宇都宮市 ４，５６７ ３６２ ７７
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名古屋大学の産学官連携と国家支援
名古屋大学における基盤的研究とイノベーションについて

名古屋大学の産学官連携

名古屋大学では、文部科学省から人材等にかかる予算支援を受け、
産学官連携体制を構築。産学官連携体制を構築。

ここから、「グリーンビーグル材料研究開発拠点」「航空機設計に関わる基礎講座」
などが生まれ 大学から産業界へ 低炭素社会の実現や新規産業を生み出している！などが生まれ、大学から産業界へ、低炭素社会の実現や新規産業を生み出している！

産学官連携の成果

科学技術振興機構(JST) の支援を受け、赤﨑教授グループと豊田合成が
４０年の歳月をかけ、青色発光ダイオードの事業化に成功。

その結果、産業界に約３,５００億円
の付加価値と約３.２万人の雇用を
新 創出 応 製品 総売上

LEDを生産すること

による波及効果

807億円

豊田合成の

LED売上（付加価値）

532億円

製品販売による

波及効果

2,109億円

新たに創出し、応用製品の総売上は、
約３兆６千億円に！ 雇用創出効果

3.2万人

付加価値ベースの経済波及効果：約3,500億円
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世界を相手に勝負する研究拠点
知的クラスター創成事業について

低迷化する地域の製造業を活性化し、国際的に勝負するためには
先進的な技術開発による製品化が必要。

文部科学省から支援を受け、大学の知を自治体・産業界と協力して
「東海広域ナノテクものづくりクラスター」を形成。

名古屋大学と地域大学
ナノテク技術

東海地域
（愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県）・ナノテク技術

・プラズマ技術
・材料加工技術

（愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県）
・共同研究企業
・公的研究機関

先端プラズマナノ科学研究拠点

＋

先端プラズマナノ科学研究拠点

地域産業界の技術や製品化を地域の産学官で活性化し地域産業界の技術や製品化を地域の産学官で活性化し、
世界を相手に勝負できる産業に発展させる！
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名古屋大学の頭脳流出の危機！
ＧＣＯＥや人材育成の事業廃止・縮減で名古屋大学の有能人が流出の危機に。

国の特別支援により、大学の知的資産を生み出す中心的な事業で雇用されている
大学の頭脳ともいえる人材は、１，０１３名にも上る。

・科学研究費補助金
・グローバルＣＯＥプログラム研究拠点事業・グローバルＣＯＥプログラム研究拠点事業
・産学官連携戦略展開事業
・知的クラスター創成事業

・イノベーション創出若手研究人材養成 等

・「イノベーション創出若手研究人材養成」事業だけでもトヨタやエーザイ株式会社
などの 流企業の研究開発者として １００名以上を創出しているなどの一流企業の研究開発者として、１００名以上を創出している。

・その他の事業に従事した人材も、将来的に国内企業のトップ研究開発者として
今後の産業界を導く存在に！

それらの事業も・・・、

・事業廃止や縮減で人材は他国へ流出！
200名大量解雇により相当な訴訟問題が発生する可能性！・200名大量解雇により相当な訴訟問題が発生する可能性！
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結語

大学関係者は、鳩山首相の｢コンクリートから人へ｣との言葉に大きな期待
を抱いたが、仕分け作業のもたらすであろう結果に愕然としている。
中部・日本の活性化のために以下の3点をお願いしたい。

•法人化により、年々減少している運営費交付金の削減を停止する事法人化 、年 減少 運営費交付 削減を停 事

•仕分け作業により対象とされた以下の事業を廃止・縮減することは、
大学のみならず、中部地域・日本の将来と発展に大きな禍根を残す。大学のみならず、中部地域 日本の将来と発展に大きな禍根を残す。
再考をお願いしたい。

•仕分け作業により廃止・縮減となった事業は 研究費で多くの若い•仕分け作業により廃止・縮減となった事業は、研究費で多くの若い
人材を雇用している。事業の廃止・縮減はこれら有能な人材の4月
からの失職海外流出を起こす。名大単独で、200名の失職者が出れば、
大きな社会問題となるだろう これらの人材を生かす政策を考えて大きな社会問題となるだろう。これらの人材を生かす政策を考えて
いただきたい。

科学研究費補助金 産学官連携戦略展開事業 知的クラスター創成事業 グローバルＣＯＥプログラム科学研究費補助金、産学官連携戦略展開事業、知的クラスター創成事業、グローバルＣＯＥプログラム、
グローバル３０、社会貢献若手人材育成プログラム、競争的資金（外国人研究者招へい）
（世界トップレベル研究拠点（ＷＰＩ）プログラム）
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   ◆ 教育・研究・社会貢献など 
 

世界で活躍できる人材の育成 

○教養教育の充実 

････ 教養教育院の強化、学習支援体制の充実 

○日本人学生の英語力強化 

○専門的能力、社会性、総合的判断力の充実 

○留学生教育の充実 

････ 教養教育から大学院までの英語コース設置、 

 ５年で留学生 2000 人超へ 

○語学コンソーシアム、近隣大学との提携 

○基金や様々な財源を活用した奨学金制度の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◆ 附属病院・附属学校 

日本の基幹大学病院として充実 

○安全で質の高い医療の提供 

 ････ 総合周産期母子医療センターの設置、ICU 病床の 50％増 

○次世代の医療を担う人材の育成と地域貢献 

   ････ 専門医育成キャリアパスの確立、卒後臨床研修ネットワー

クの強化、地域医療再生に向けたリーダーシップの発揮 

○未来を切り拓く先端医療の開発 

  ････ TR の推進、先端医療推進機構の設置 

○医療のボーダレス化に備えた国際化と IT 化の推進 

 

附属学校の充実 

○「教育学部附属学校協議会」によるマネジメントの強化 

○中高大連携による教育の充実 

○海外高校生受入体制の構築と整備 

 
 

 

   ◆ 業務運営・財務内容など  

教育研究組織の刷新・管理運営の効率化 

○全体最適化を目指した組織の創設・再編・見直し 

○創薬科学研究科、素粒子宇宙起源研究機構等の創設 

○多様な大学間連携の推進 

○信頼感ある大学経営の推進 

○教育・研究環境の整備 

   ････ 支援事務組織の拡充、組織・会議の整理 

○男女共同参画の推進 

 

安定財務基盤の構築 

○科学研究費補助金、受託研究費などの高水準を確保 

○健全な経営に基づく附属病院財務基盤の確立 

○名大基金の充実と恒常的寄附金の確保 

  ････ ５年で 50 億、奨学金などに活用 

 

自己点検・評価・情報発信 

○教育研究組織の３年毎の現況調査実施 

○教員プロフィール情報の充実と教員活動状況の発信 

○組織を代表する研究成果、意欲的な授業の情報発信強化 

○International Advisory Board による世界水準の組織評価継続実施 

○世界トップ 100 大学の恒常的維持 

 
施設・安全・その他 

○エコキャンパスの推進 

○大学施設・設備の新管理制度導入 

○全学スペースの集中化による有効活用 

○留学生宿舎の倍増、外国人教員宿舎の充実 

○研究教育基盤設備の充実とキャンパス環境整備 

○ハラスメント・苦情への迅速かつ適切な対応 

○化学物質、放射性物質等の法令に基づく適切な管理 

○労働安全衛生の徹底 

○災害対策・法令遵守・危機管理の徹底 

 

 

 名古屋大学は、自由闊達な学風の下、 

未来を切り拓く勇気ある知識人を育て、 

世界屈指の知的成果を産み出します。 

世界トップレベルの研究推進 

○GCOE をはじめとする先端的な教育と研究の推進 

○超高圧電子顕微鏡・シンクロトロン光施設を活用した最先端研究の

推進 

○大型研究費の獲得と推進、国際水準の研究者群への支援 

○大学院生・若手教員への育成支援 

○部局間連携による学内情報交換、共同研究の推進 

グローバル化の推進 

○海外協定校・AC21 メンバー校等とのネットワーク強化 

 ････ 学生・若手研究者の積極的交流 

○国際共同大学院プログラムなどを通じた大学院教育の強化 

○世界から優秀な学生の受入れ 

○キャンパスの国際化 

産学官・社会連携 

○産学官・行政連携の推進 

 ････ 拠点形成、技術移転、イノベーション創出などの推進 

○地方自治体との連携強化 

  ････「知の拠点」計画と連携した研究推進と学術情報発信 

○社会貢献人材育成センターの拡充 

 ････ 産学官による人材育成 

○メディアとの連携強化による社会への情報発信 

○同窓生・保護者・市民との交流強化 

名古屋大学から Nagoya University へ 

(1) 世界に通ずる人材の育成 
教養教育の充実、G30 の推進、５年で留学生 2000 人超へ 

(2) 世界トップレベルの研究推進 
ＧＣＯＥの推進、国際水準の若手研究者の育成 

超高圧電子顕微鏡・シンクロトロン光施設を活用した 

最先端研究の推進 

(3) 組織の刷新 
  創薬科学研究科設置、教育研究組織再編、大学間連携 

(4) 地域連携・地域貢献の推進 
  「知の拠点」との連携、地域医療再生 

(5) 名大基金の充実 
  ５年で 50 億、奨学金などに活用 

 濵 口 プ ラ ン   Version 2009 
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資料３ 

 
佐藤彰一特任教授が日本学士院新会員として選定される 

 

 １２月１４日、日本学士院から同院新会員の発表があり、佐藤彰一本学特任教授が新

会員として選定されました。 

  

佐藤特任教授のコメント 

 私は平成１４年度に著書『修道院と農民—会計文書から見た中世形成期ロワール地方−』によ

って日本学士院賞を戴きましたが、またこの度、日本学士院会員に選出されるという栄誉に浴し

たことを心から嬉しく存じています。 

 日本学士院は、わが国のアカデミアの精神と文化を最も高い水準で体現している組織として、

学問世界の一端に連なる者として、日頃から敬意を抱いて参りました。その高みにある機関の一

員に、私が加えられる日が来ようとは、正直考えてもいませんでしたが、選考に携われた方々の

御推挙によってそれが実現したことは、日頃の研究教育活動を支えて頂いている名古屋大学の濵

口道成総長や現在および過去の大学執行部、同僚、事務の皆さんの御支援の賜と深く感謝する次

第です。 

 私の専門は西洋中世史で、研究課題はローマ帝国が崩壊した後に、どのようにして中世ヨーロ

ッパ世界が形を整えて行ったかを、残された史料を通して解明することです。研究者として歩み

だした２０歳代前半にフランスに２年間留学したこともあり、研究手法と発想や問題意識は、ど

ちらかと言えば日本で行われて来た西洋中世史研究の伝統というより、フランスや欧米の―アメ

リカは別ですが―研究の対象になっている世界そのもので育まれた遣り方に親近感を持ちなが

ら行なってきましたし、自分の作業の水準を標定する際の参照枠は常に欧米学界とみなして努力

してきました。研究対象が欧米なのですから、当然と言えば当然なのですが。 

 私の知る限り、日本学士院の歴史で西洋中世史を専門領域とする会員はこれまでおられなかっ

たようです。西洋経済史畑では何人かの中世経済史を専門にされる方がおられたのは私も承知し

ていますが、第１部の人文系部門では私が西洋中世史分野の最初の会員ではないかと、さる事情

通の方からも聞かされました。もしそうであるならば、少し誇張をお許し願えるなら、日本にお

ける「西洋中世史研究」が、ようやく借り物ではない本格的な学問としてアカデミアの殿堂で認

知されたということになり、それは私一人のものではなく、日本の西洋中世史を専攻する全ての

皆さんが等しく享受する栄誉ということになりましょう。 

 研究の先端を走っている若い世代の人たちは、完全に国際標準で西洋中世の研究を実践し始め

ています。この新しい潮流がますます強い大きな流れとなり、日本の西洋中世史研究全体がさら

に一段高いステージに上がり，そして国際的動向をリードする日を目指して、私も微力を尽くし

たいと考えています。 



資料４ 

 
濵口総長が中国の学術交流協定校を訪問 

 

 １２月１６日（水）から同１９日（土）までの日程で、濵口総長が中国を訪問し、本

学と学術交流協定を締結している各大学と意見交換を行いました。 

 

日 程： 

１２月１６日（水） 

上海交通大学（2001 年全学間学術交流協定締結）学長と会談 

 

１２月１７日（木） 

同済大学（2001 年全学間学術交流協定締結）学長と会談 

復旦大学（1999 年全学間学術交流協定締結）学長と会談 

上海名古屋大学同窓会総会 

 

１２月１８日（金） 

南京大学（1982 年全学間学術交流協定締結）学長と会談 

南京大学同窓生との懇談 

 



資料５ 

 
本学学生が全日本アマチュアボクシング選手権大会で３位入賞 

 

 １１月１８日（水）から同２２日（日）まで、第７９回全日本アマチュアボクシング

選手権大会が千葉県鴨川市で開催され、本学理学部４年生の板谷憲志さん（フェザー級）

と工学部４年生の杉浦源太さん（ライト級）が出場し、板谷さんは３位入賞の好成績を

収めました。 

 

板谷さんのコメント： 

 試合は体調面、精神面で今までで最高のコンディションで臨めました。会場中が見てい

る緊迫した空気の中でしたが、普段通り全力を出して勝ち進みベスト４になることができ

ました。多くの先輩、仲間、関係者に感謝します。 

 ボクシングだけでなく何事も一生懸命に取り組む姿勢やその過程で学んだ事はこれから

の将来に繋がっていくと思っています。部の後輩を含め、大学生活を送る人には、熱中で

きることに自主的・積極的に取り組んで欲しいし、私もこれからも生きることに全力を尽

くしたいと思います。 

 

 

杉浦さんのコメント： 

地方大会でも全国大会でも、経験、実績、技術、才能等を持ち合わせる選手に、気持ち

だけは負けまいと挑みました。 

ボクシングで、１つの事を続ける難しさと大切さ、自分で限界を決めない事を学びまし

た。私にとってボクシングは挑戦の中の１つ。ここで学んだ事、最後に負けで終わった意

味をとらえ、今後の挑戦に活かします。 

 



資料６

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

4日（月） 役員会

18日（月） 役員会

19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）

6日（水） 教授会（環境学研究科、エコトピア科学研究所）

8日（金） センター会議（高等教育研究センター）

13日（水）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科）

名古屋大学　平成22年1月予定表
           （教育記者会用）

13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）

20日（水）

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、国際言語文化研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科、医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）

22日（金）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科、理学部・理学研究科、環境医学研究所）
研究科委員会（理学研究科）

27日（水）
教授会（文学部・文学研究科、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、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13日(火)～12
月26日（土）（日・月
曜日休館）

第18回博物館企画展「剥き出しの地球～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

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：15：30～17：00
講演題目：「JICA事業における大学連携の可能性」
講演者：花里信彦氏（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）
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

12月26日（土） 第8回「坂田・早川記念レクチャー」記念講演会

場所：名古屋市科館地下2階サイエンスホール
時間：14：30～17：00
講演題目：「宇宙の創生とマルチバース」
講演者：佐藤勝彦氏（東京大学教授）

※申込方法、会場については、名古屋市科学館（052-
201-4486）までお問い合わせください。

理学研究科
理論天体物理学グループ
052-788-6193

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

1月14日（木） 第22回年代測定総合研究センターシンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：9：30～17：30
特別講演：「西アジア先史考古学の課題−イラン、シリア
の調査から−」
講演者：常木　晃氏（筑波大学教授）
講演題目：「先太陽系年代56億7千万年を狙って！」
講演者：田中　剛（環境学研究科教授）
入場料：無料

年代測定総合研究センター
052-789-2579

1月15日（金） 第2回高等研究院レクチャー
場所：シンポジオンホール
時間：14：00～

研究協力部
研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

1月15日（金）
環境学研究科
しんきん環境事業イノベーション寄附講座
第1回環境学公開講演会

場所：岡崎図書館交流プラザ
時間：14：00～16：00
テーマ：「生物多様性を理解するために-生物多様性は
私たちの生活にどのような関わりがあるのか-」
講演者：林　清比古氏（愛知県顧問）、依田　憲（環境学
研究科准教授）、安田公昭（環境学研究科しんきん環境
事業イノベーション寄附講座教授）

環境学研究科事務部
052-789-3451

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20日（水）
2月4日（木）

第56回防災アカデミー
第57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：「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）
講演：「災害は短く、その恵は長い：災害観再考」（2/4）
講演者：田中重好（環境学研究科教授）

災害対策室
052-788-6038



1月23日（土）
東海がんプロフェッショナル
養成プラン
平成21年度薬剤師セミナー

場所：医学部鶴友会館2階大会議室
時間：14：00～17：00
テーマ：「がん治療における薬剤師の役割」
講演題目：「抗がん剤暴露の現状と対応策」
講演者：谷村　学氏（山田赤十字病院薬剤部）
講演題目：「がん治療における薬剤師の役割－愛知県
がんセンター中央病院での取り組み－」
講演者：立松三千子氏（愛知県がんセンター中央病院薬
剤部薬剤科長）
講演題目：「化学療法の副作用対策への関わり」
講演者：遠藤一司氏（国立がんセンタ－東病院薬剤部
長）
入場料：無料

医学部附属病院薬剤部
052-744-2672
医学部・医学系研究科
学務課
052-744-1981

1月23日（土）、
1月24日（日）

対話創成力プロジェクト講演会及びワークショップ

場所：文系総合館304号室（コンピュータ室）
時間：13：00～18：00（1/23）、10：00～15：20（1/24）
講演題目：「日本語コーパスの最新の検索エンジンと分
析」
定員：30名
入場料：無料

国際言語文化研究科
玉岡賀津雄教授
tamaoka@lang.nagoya-u.ac.jp

1月23日（土）、
2月6日（土）、2月
20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：「聖母マリアを描いた絵画を読む」
（1/23）
講演者：木俣元一（文学研究科教授）
講演題目：「宇宙を実感してみよう：ガリレオから400年、
現代の望遠鏡と宇宙像」（2/6）
講演者：田原　譲（エコトピア科学研究所教授）
講演題目「電波望遠鏡で探る地球大気環境：パート2」
（2/20）
講演者：水野　亮（太陽地球環境研究所教授）

経済学研究科エクステンション･
サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

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・工学研究科
総務課
052-789-3404

2月5日（金）
第31回博物館コンサート（NUMCo)
「早春の音楽会Ⅰ（弦楽四重奏）」

場所：博物館講義室
時間：14：00～15：00
演奏者：カルテット・フリーセント
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月13日（土）、
2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

2月18日（木） 第109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：「海からのメッセージ～漂着クジラが語ること」
講演者：山田　格氏（国立科学博物館）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月1日（月）
教育学部附属高等学校
卒業式

場所：豊田講堂
時間：10：00～

教育学部附属学校
齋藤眞子副校長
052-789-2680

3月13日（土） 大学教育改革フォーラムｉｎ東海2010
場所：ＩＢ電子情報館
時間：10：00～17：50
入場料：無料

高等教育研究センター
近田政博准教授
052-789-5696

3月15日（月）、
16日（火）

グローバルＣＯＥプログラム「地球学から基礎・臨床環境学への展開」
「アジアにおける複合的環境問題に関する国際シンポジウム
－地球学から基礎・臨床環境学へ－」

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～17：30（3/15）、9：00～17：30（3/16）
入場料：無料

GCOE事務局
052-747-6521
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