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平成２２年度 第１回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 名古屋大学若手育成プログラムについて（資料１） 

 

２ 名古屋大学特別教授の称号付与について（資料２） 

 

 ３ 第二期中期目標・中期計画について（資料３） 

 

 ４ キャンパスマスタープラン2010 について 

 

５ アースポリシー研究所・東海地方の産業界・名古屋大学による鼎談について 

    

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



資料１ 

 

名古屋大学若手育成プログラム概要 

------YLC(Young Leaders Cultivation)------ 
 

（趣旨） 

 名古屋大学における、教育研究の将来にわたる継続的な発展のためには若手研究者特に

助教クラスの質的、量的な確保が重要であることから、大学全体として継続的かつ計画的

な採用、養成を図るために戦略的な若手育成プログラムを実施する。 

 

（プロジェクト概要） 

１ 募集人員、任期 

 毎年度 15 人程度を学内公募することとし、3 年任期の年俸制教員（原則助教）として採

用する。なお、採用中に高い研究成果、実績が認められた場合 2 年の任期延長を認める。 

 

２ 応募資格 

 ① 年齢 35 歳以下 

  （年度末、ただし医学系研究科博士課程修了者は 37 歳以下） 

 ② 名古屋大学大学院後期課程又は博士課程修了者（博士学位取得者又は 

  取得予定者。ただし文系については１年以内取得予定者） 

 ③ 受入教授及び所属部局長の推薦 

 ④ 博士課程在学時もしくは修了後に、海外留学経験（おおむね 1 年以上）を有する者

または採用期間中（期間後）留学が確実であること。 

 

３ 採用方法・手続き 

 ① 応募書類：履歴書、応募理由、研究計画、業績目録、推薦状 

 ② 審査方法：書類審査後面接による最終審査を実施 

        面接内容は主要業績の発表及び質疑応答 

 ③ 審査委員会：役員、高等研究院長、副院長等 

 ④ 本年度採用日程 

   ・５月下旬～６月中旬：審査、採用決定 

   ・７月 １日   ：採用（留学中の応募者は弾力的に対応） 

 ⑤ 来年度採用にかかる募集を平成２２年１０月、平成２３年２月頃に実施    

 

４ 採用後の身分・処遇 

 ① 原則として特任助教（高等研究院助教） 

   研究業績、海外経験等により特任講師 

 ② 研究拠点：原則として推薦部局 

 

５ 採用者の研究評価 

  年１回高等研究院による進捗状況のレヴュー 



資料２

名古屋大学特別教授の称号付与について

氏　名 生年月日 称号授与予定日

1 中西　香爾 T14.5.11

文化功労者
（平成11.11)
文化勲章
（平成19.11）

理学部助教授 現在調整中

資　格



 

第二期中期目標・中期計画 (抄) 
                   (平成 22年 4 月 1日～平成 28 年 3 月 31 日) 

事項 中期目標 中期計画 

教育  

長期的視点に立って、質の高
い教養・学部専門・大学院教
育を行う。 

□ 教養・学部専門教育を充実させる。  
□ 大学院課程の教育体系を整備し、教育方法を改善する。  
□ 留学生等の多様な学生への教育を整備する。  

教育の実施体制・方法を継続
的に自己点検し、教育の質を
高める。 

□ 全学教育体制を維持し、教養教育院の機能を充実させる。  
□ 教育の実施体制・方法・結果を点検し、改善に活かす。  
□ 学術的・社会的役割の観点から教育組織を見直し、必要に応じて整備する。  

自律的な学習と生活を支援す
る環境を充実させる。 

□ 学生への経済的援助や課外活動支援を行う。  
□ 学習・進学・就職・心身の健康管理を支援する体制を整備する。  
□ 支援を必要とする学生へのｻﾎﾟｰﾄを充実させる。  

研究  
本学の「研究推進計画」に基
づき、国際水準の研究を推進
する。 

□ 中核的な研究拠点を形成する。  
□ 若手研究者を育成するための環境を整備する。  
□ 共同利用・共同研究拠点を含む研究所・ｾﾝﾀｰ等の機能と活動を充実させる。  
□ 質の高い学術成果を社会に発信する。  

社会連携 
・ 

社会貢献 

社会・産業界・行政・他大学等
との連携を通じて、社会に貢
献する。 

□ 様々な組織と協力し、教育・文化・福祉・安全の向上に貢献する。  
□ 産学官連携を推進し、社会に貢献する。  
□ 卒業生・修了生のｺﾐｭﾆﾃｨを通じ、社会との連携を深める。  

国際化 
研究・教育・業務運営における
国際化を進める。 

□ 国際ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ群を設けること等により留学生の比率を 10％以上に増やし、国際化に対応した 
教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを充実させる。  

□ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな視点で学術活動・国際協力を進める。  
□ 留学生・外国人研究者向け学内文書の日英併記化等により、業務運営における国際化を進め

る。  

学術基盤 
知の連携・継承・創造の礎とな
る学術基盤を充実させる。 

□ 情報ｾｷｭﾘﾃｨを確保した学術情報基盤・ｻｰﾋﾞｽを充実させる。  
□ 附属図書館・博物館の機能と活動を充実させる。  

附属病院 

良質で安全な医療を提供す
る。 

□ 診療過程の標準化を進め、医療の質を維持・向上させる。  
□ 多様なｷｬﾘｱﾊﾟｽに対応できる研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやｾﾐﾅｰ等により、種々の専門領域の医療人育成に

取り組む。  
□ 在宅医療支援ﾈｯﾄﾜｰｸの構築等により、地域医療の連携体制を強化する。  
□ ＩＴ化の推進や集中治療室の増床等により、高度で先端的な医療を行う基盤を整備する。  

臨床研究を通して社会に貢献
する。 

□ 次世代の臨床研究を進める。  
□ 遺伝子・再生医療ｾﾝﾀｰを中心に臨床治験ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、専門看護師、専門薬剤師等を育成し、

臨床研究を支える人的基盤を整備する。  

附属学校 
附属学校の教育実践の質を
高め、中高大連携を進める。 

□ 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑや教材の開発を進める。  
□ 附属学校と学部・研究科等との連携を進める。  

業務運営
の 改 善 ・
効率化  

組織運営ｼｽﾃﾑの機能強化を
図る。 

□ 意思決定の機動性を高めるために、体制を継続的に見直す。  
□ 教員の一定数を特別枠として確保し、全学的見地から戦略的に活用する。  
□ 学内組織を継続的に見直す。  
□ 国内外の多様な人材を活用する。  

事務等の効率化・合理化を図
る。 

□ 職務能力開発・向上に取り組む。  
□ 業務の点検・見直し・改善を行う。  

財務内容
の改善  

安定した財務基盤を維持す
る。 

□ 研究推進や産学官連携の担当部署による研究支援を強化し、外部研究資金を獲得する。  
□ 寄附金収入を確保するための多様な取組を行う。  
□ 病床再編や集中治療室の増床等により、病院機能を充実させ、収入確保に取り組む。  

国家公務員に準じた人件費改
革を平成 23 年度まで継続す
る。経費の抑制に努める。 

□ 平成 18 年度からの５年間において、△５％以上の人件費削減を行い、更に、国家公務員の改
革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続する。  

□ 業務の見直し等により経費を抑制する。  

効率的に資産を運用する。 
□ 資金の安全かつ効率的な運用を進める。  
□ 学内資産を有効活用する。  
□ 学内施設管理の効率化を進める。  

自己点検 
・評価・情
報提供  

自己点検・評価を適切に実施
し、評価結果を改善に活用す
る。 

□ 自己点検・評価を継続的に実施する。  
□ 自己点検・評価ｼｽﾃﾑを点検し、必要な改善を行う。  
□ 部局評価を実施し、運営に活かす。 

教育・研究活動等を積極的に
発信し、説明責任を果たす。 

□ 多様なﾒﾃﾞｨｱを活用し、教育・研究活動等を迅速に情報発信する。  
□ 自己点検・評価等に関する情報発信を進める。  

その他業
務運営  

「名古屋大学ｷｬﾝﾊﾟｽﾏｽﾀｰﾌﾟﾗ
ﾝ大綱」に基づき、環境に配慮
したｷｬﾝﾊﾟｽ整備を進める。 

□ 次期ｷｬﾝﾊﾟｽﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝを作成し、施設設備の計画的更新等により、教育研究環境を整備する。 
□ 環境保全と省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備の整備等を進める。  

安全なｷｬﾝﾊﾟｽづくりを進め
る。 

□ 安全性の高い学内環境を整備する。  
□ 防災・災害対策を進める。  

法令を遵守し、適正な業務の
遂行に努める。 

□ 法令遵守に関する啓発活動と、情報ｾｷｭﾘﾃｨに関する対策を行う。  
□ 法令遵守の状況を定期的に点検する。  

  
日本の基幹・総合研究大学である名古屋大学は，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。 

資料３



  

 
   ◆ 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 



キャンパスマスタープラン2010について 

 

 

 

キャンパスマスタープランは、施設管理部ホームページにおいて公開しております。下記ア

ドレスよりご覧下さい。 

http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/8campusmasterplan/campusmaster.html 



資料５

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

10日（月） 役員会

24日（月） 役員会

25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（木） 教授会（医学部・医学系研究科）

7日（金） センター会議（高等教育研究センター）

12日（水）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科、環境学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）

19日（水）

教授会（文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、医学部・医学系研究科、工学部・工
学研究科、太陽地球環境研究所）
研究科委員会(医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）

21日（金） 教授会（環境医学研究所）

26日（水）

教授会（経済学部・経済学研究科、情報文化学部、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、国際言語文化研究科、情報科学研究科、エコトピア科学
研究所、総合保健体育科学センター）
代議員会（人間情報学研究科）

28日（金） 教授会（理学部・理学研究科）

名古屋大学　平成22年5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

3月23日（火）
～7月10日（土）
（日・月曜日休
館）

第13回博物館特別展
名古屋大学博物館・南山大学人
類学博物館合同企画
 「縄文のタイムカプセル-貝塚-」

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

4月30日（金）
シンクロトロン光研究センター
シンポジウム

場所：野依記念学術交流館2階
時間：13：00～17：00
テーマ：「モノづくりイノベーション拠点形成を目指して」
講演題目：「シンクロトロン光を用いた物質研究の未来」
講演者：尾嶋正治氏（日本放射光学会会長、東京大学教
授）
入場料：無料

シンクロトロン光研究センター
052-747-6476

5月8日（土）
博物館特別講演会
「地質の日」

場所：博物館講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「生きている化石ウミユリ：なぜ深海に生き延び
たのか？」
講演者：大路樹生氏（東京大学准教授）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月8日（土）、
5月22日（土）、
6月12日（土）、
6月26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

5月10日（月）、
5月26日（水）

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5回、第6回環境学公開講演会
「生物多様性を理解するために」

場所：蒲郡商工会議所2階（5/10）、
　　　　豊橋商工会議所9階（5/26）
時間：14：00～16：00
テーマ：「ニッチ形成と多様性の関係」（5/10）、「地球生物史
とそのひとコマを鮮やかに描きます」（5/26）
講演者：林　清比古氏（愛知県顧問）、中川　弥智子（生命
農学研究科准教授）、大場裕一（生命農学研究科助教）
（5/10）
講演者：松岡敬二（豊橋市自然史博物館館長）、新美輝幸
（生命農学研究科助教）、安田公昭（環境学研究科寄附講
座教授）（5/26）
定員：60名（5/10）、150名（5/26）

寄附講座准教授
河原一夫
052-789-6550

5月11日（火）、
6月15日（火）

グローバルCOEプログラム「分子
性機能物質科学の国際教育研究
拠点形成」
講義［社会と科学］

場所：野依記念物質科学研究館2階講演室
時間：10：30～12：00
講演題目：「科学者の社会的責任」（5/11）
講演者：青木慎一氏（日本経済新聞社）
講演題目：「ベンチャー企業の設立と基礎研究のバランス」
（6/15）
講演者：岡畑恵雄氏（東京工業大学教授）
入場料：無料

ＧＣＯＥ事務局
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp

5月12日（水） 野外観察園見学会
場所：博物館野外観察園
時間：13：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767



5月12日（水）
第7回大学施設マネジメント研究
会

場所：IB電子情報館大会議室
時間：13：00～17：00
テーマ：「キャンパスマスタープランとファシリティマネジメン
ト」
講演題目：「キャンパスマスタープラン策定のガイドラインに
ついて」
講演者：山崎雅男氏（文部科学省大臣官房文教施設企画
部）
内容：講演会、ディスカッション、意見交換会
入場料：無料

施設管理部施設企画課総務掛
052-789-2115

5月17日（月）

［博物館友の会会員向け］
ギャラリートーク
 第13回博物館特別展に関する解
説

場所：博物館展示室
時間：13：00～14：00
講演者：新美倫子（博物館准教授）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月17日（月）～
6月11日（金）
（日曜閉室）

附属図書館2010年春季特別展
尾張の古都・清洲と濃尾地域
－名古屋開府400年記念－

場所：中央図書館4階展示室
時間：9：30～17：00

附属図書館庶務掛
052-789-3667

5月24日（月） 第59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：「モシモの時、地域は？そのためにイツモ防災
を！」
講演者：渥美公秀氏（大阪大学准教授）
入場料：無料

災害対策室
052-788-6038

5月28日（金）、
6月24日（木）

第4回、第5回
高等研究院レクチャー

場所：医学部鶴友会館2階大会議室（予定）
時間：午後
講演題目：「機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合
GCOEリーダー」（5/28）
講演者：祖父江　元（医学系研究科教授）
講演題目：「未定」（6/24）
講演者：安藤隆穂（経済学研究科教授）

研究協力部
研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

5月29日（土）
附属図書館2010年春季特別展
講演会

場所：中央図書館5階多目的室
時間：13：00～15：30
講演題目：「近代史跡公園の成立-織田信長神話と清洲公
園」
講演者：羽賀祥二（文学研究科教授）

附属図書館庶務掛
052-789-3667

5月29日（土）、
6月22日（火）

第13回博物館特別展
名古屋大学博物館・南山大学人
類学博物館合同企画
 「縄文のタイムカプセル-貝塚-」
関連講演会

場所：南山大学名古屋キャンパスＪ棟1階Ｐルーム（5/29）、
博物館展示室(6/22）
時間：13：30～
講演題目：「北方の原風景-根室の自然と野生動物」（5/29）
講演者：佐藤紳司（理学研究科助教）
講演題目：「縄文土器はなかった」（6/22）
講演者：大塚達朗氏（南山大学教授）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月5日（土）、6日
（日）

名古屋市博物館共催事業
第1回地球教室

場所：岐阜県各務原市周辺及び博物館野外観察園セミ
ナーハウス
時間：9：30～16：30（6/5）、13：30～16：00（6/6）
テーマ：「河川の石で包丁をつくろう！（仮題）」
定員：30名（小学校3年生から中学3年生、その保護者）

博物館事務室
052-789-5767



6月26日（土）
［博物館友の会会員向け］
シャンソンサークル

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9日（金）

グローバルCOEプログラム「分子
性機能物質科学の国際教育研究
拠点形成」
シンポジウム

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：12：50～
テーマ：「キラル分離に関する名古屋シンポジウム」
入場料：無料

工学研究科教授
八島　栄次
052-789-4495







キャンパスマスタープランと
　　　　　ファシリティマネジメント

第７回　名古屋大学　大学施設マネジメント研究会

日　時：2010 年 5月 12 日（水）　13:00 ～ 17:00（開場 12:30 ～）

会　場：名古屋大学工学部ＩＢ電子情報館　大講義室

　　　　（右記サイトの 64番の建物）http://www.nagoya-u.ac.jp/camp/map_higashiyama/

 

研究会　13：00～14：50
　　　　開会挨拶 ：名古屋大学　理事・副総長　藤井 良一

　　　　趣旨説明：名古屋大学　施設計画推進室室長　教授　谷口 元　　　

　　　　講演－１：「戦略的なキャンパスマスタープランづくりの手引き」

　　　　　　　　　文部科学省 大臣官房文教施設企画部計画課 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備計画室長　山崎 雅男

　　　　講演－２：「名古屋大学キャンパスマスタープラン 2010 について」

　　　　　　　　　名古屋大学　施設計画推進室　准教授　松岡 利昌

　　　　　　　　　名古屋大学　工学部施設整備推進室　講師　恒川 和久

ディスカッション　15：00～16：45
　　　　「キャンパスマスタープランのあるべき姿とファシリティマネジメント」

　　　　パネリスト：北海道大学　名誉教授　小林 英嗣

　　　　　　　　　千葉大学　教授　上野 武

　　　　　　　　　及び、上記講演講師

　　　　閉会挨拶 ：名古屋大学　施設管理部長　奥村 滋夫

意見交換会　17：00 ～ 19：00（参加費３,０００円）  

ご挨拶

　名古屋大学では、2008 年度から地域の

大学連携でファシリティマネジメントに取

り組むべく「施設マネジメント研究会」を

開催し、大学関係者をはじめ多くの方々の

参加をいただきました。

　今回のテーマは「キャンパスマスタープ

ランとファシリティマネジメント」です。

ファシリティマネジメントの考え方を取り

入れた「名古屋大学キャンパスマスタープ

ラン 2010」についてご紹介するとともに、

2010 年 3月に文部科学省より発表された

「キャンパスマスタープラン策定のガイドラ

イン」についてご紹介いただきます。また、

他大学からもキャンパスの計画やファシリ

ティマネジメントに関わる専門の方々をお

招きし、マスタープランのあるべき姿につ

いて議論を行います。皆様とのディスカッ

ションを通して情報共有と新しいノウハウ

の理解を深めたいと思います。

　大学関係者のみならず、幅広い皆様のご

参加をお待ちしております。

お問い合せ　〒464-8603　名古屋市千種区不老町　名古屋大学施設管理部施設企画課総務掛　
　　　　　　（担当）小宮山　義之　　TEL: 052-789-2115 　FAX:052-789-2120 
　　　　　　E-mail : komiyama.yosiyuki@post.jimu.nagoya-u.ac.jp
　　　　　　HP : http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/ 




