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平成２２年度 第６回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ AC21 国際シンポジウムについて（資料１） 

 

２ 同済大学における夏の短期中国語研修について（資料２） 

 

３ 全日本大学駅伝、全日本大学女子駅伝への出場について（資料３） 

 

４ モンゴル科学技術大学から濵口総長への名誉博士号の授与について（資料４) 

 

５ 第６回名古屋大学ホームカミングデイの開催について（資料５） 

 

６ 女子中高生理系進学推進セミナーの開催について（資料６） 

 

７ 今後の本学の行事予定（資料７） 

 

８ その他 

        次回開催日について 



資料１ 

国際学術コンソーシアム（AC21） 

第 5回 AC21 国際フォーラム、第 8回運営委員会及び第 4回総会の開催について（報告） 

 

 

第 5 回国際フォーラム 

平成 22 年 10 月 19 日及び 20 日に、上海交通大学（中国）の主催で第 5回 AC21 国際フォ

ーラムが開催された。AC21 国際フォーラムは 2 年ごとに開催し、変化する社会における大

学の役割、それを果たすための課題についての議論を深めている。第 5 回となる今回の国

際フォーラムでは、「国際化時代における大学間の競争と協力」を主題として、 ①大学ラ

ンキングと高等教育の評価、② 国際化時代における大学院教育、③国際化時代における世

界レベルの大学の構築、という 3つのトピックに沿って討論した。 

フォーラムには、AC21 メンバー大学を中心に、各国を代表するトップレベルの高等教育

機関の学長・副学長、高等教育の専門家等を含めて約 100 名が参加し、各機関における国

際化、競争力の強化のためのベストプラクティスを共有するとともに、国際的な大競争時

代における連携の可能性について議論を深める貴重な機会となった。 

 

第 8 回運営委員会及び第 4 回総会 

フォーラムの前日である 10 月 18 日に、第 8回 AC21 運営委員会を開催した。AC21 運営委

員会は、AC21 総会から任命された 7大学が毎年 1回会合を持ち、AC21 のメンバーやその活

動の企画を含む AC21 の基本的な方向性について議論し、総会に提案・報告する委員会であ

る。今回の運営委員会では、新メンバーの加盟、運営委員会メンバー構成、AC21 規約の更

新及び今後の活動等について協議した。 

フォーラム後の 10 月 20 日に第 4 回 AC21 総会を開催し、15 大学から 32 名の代表者が参

加した。運営委員会及び総会における議論の結果、ミネソタ大学（米国）の新規加盟、ア

デレード大学（オーストラリア）の運営委員会メンバーへの任命、AC21 規約の更新等を決

定した。なお、今後の活動として、平成 23 年 5 月にチュラロンコン大学（タイ）が主催す

る学生世界フォーラム、平成 24 年 6 月にアデレード大学（オーストラリア）が主催する国

際フォーラムの準備状況について説明があった。また、「AC21 スクーリング（仮称）」等の

新たな活動の枠組みが提案され、今後議論を進めていくことになるなど、AC21 メンバー大

学間の具体的な共同プロジェクトの実現が期待されている。 

 

 

国際学術コンソーシアム（AC21）の概要 

国際学術コンソーシアム（Academic Consortium; AC21)は、平成 14 年 6 月に名古屋大学

の提唱により、高等教育の発展のためにグローバルなレベルでの相互協力を一層促進し、

国際社会や地域社会に貢献するために設立された国際的な学術ネットワークで、世界 10 カ

国、20 大学が加盟している（平成 22 年 10 月現在）。メンバー及びパートナーが、ベンチマ

ーキング、教職員・学生交流等の諸活動を通じて、世界の異なる地域社会のかけ橋となる

ことを目的としている。また、2 年毎に「AC21 国際フォーラム」を開催し、これらの活動

結果の総括や変化の激しい社会における大学の役割の再認識を行っている。 



資料２ 

平成 22 年 10 月 
 

同済大学における夏の短期中国語研修について（報告） 

 
期 間：平成 22 年 8 月 8 日（日）～22 日（日）の 15 日間 
場 所：同済大学（中国、上海） 
主 催 者：同済大学、名古屋大学上海事務所 
参 加 者：１７名 
募 集 方 法：名古屋大学在校生で中国語のレベルを問わず、会話に重点を置いた中国語でのコ

ミュニケーション能力向上を目的とする学生を、留学生センターHP 及び中国語

授業を通じて公募 
コース内容：午前中に中国語研修（主に会話の強化）、午後は文化体験、自主学習等 
参 加 費 用：2,610 元／人（日本円約 35，000 円相当 

*航空券は各自で購入。海外旅行保険の加入。その他プログラム以外での食事、観

光等は実費負担。 
**宿泊は、同済大学の好意により同大学留学生会館（2 人部屋）を無料で提供し

ていただいた。 
研 修 結 果：参加者 17 名全員から、事後アンケート結果が提出。参加者たちが中国語だけで

なく、多くのことを学んできたことが伺える。 
（以下、参加者からのアンケート結果より） 
 ・困ったことでいちばん多かったのは、食事に関すること。 
 ・中国語の学習については、全員がレベルアップできたと回答。 

具体的には、「発音・音読が良くなった」、「聴解力・スピーキングが良くなった」、「買い物、

生活面で使える単語・表現の学習ができた」など。 
 ・語学能力以外に得たものとして、以下の点が挙げられた。（抜粋） 

－中国人との関わりを大切にしていくこと。 
－主張する能力。 
－知り合って間もない人たちと慣れない環境を過ごすことで他人と協調することを学べた。 
－柔軟なものの考え方や積極性、コミュニケーション能力を得ることができたと感じてい

る。 
 また、中国語研修にて出会った仲間たちはかけがえのない大切な存在である。 
－知らない土地で生き延びる力。中国人の図々しさに対抗する力。 
－中国の生活や文化にふれ、より深く興味を持った。今後国際人として頑張らなければ、

という意気込み 
－中国（上海）のイメージが良い意味で変わった。留学の楽しさを知った。 
－日本にいては体験できない異なる文化の様々な習慣や食べ物などを実際に見たり聞いた

りすることで、自分の視野が広がったと思う。 
－異国で様々なことに挑戦してみる度胸とチャレンジ精神。また自分から相手とコミュニ

ケーションを取ろうとする積極性。 
－違う学部の友達。積極性。違う文化や様式を受け入れる心の広さ（寛容さ） 
－メディアを通してしか見たことのなかった中国を実際目の当たりにできたこと。実際に

自分の目で見ないと判断できないことは非常に多かった。 
 



 

コースの概要 

 

○コース日程 

 月日 曜日 午前 午後 

1 8／8 日 
上海到着 

空港出迎え 

12:00 歓迎会 

13:30 開始式およびオリエンテーション

2 8／9 月 
8:30—11:30 

中国語授業 

14:00—16:00 

中国文化体験（注 1） 

3 8／10 火 
8:30—11:30 

中国語授業 
14:00 同済大学日本語科学生との交流 

4 8／11 水 
8:30—11:30 

中国語授業 

14:00—16:00 

中国文化体験 

5 8／12 木 
8:30—11:30 

中国語授業 

14:00—15:30 

個別指導（注 2） 

6 8／13 金 8:00～ 上海（2010 年）万博見学 

7 8／14 土 
8:30—11:30 

中国語授業 
自主学習（注 2） 

8 8／15 日 
8:30—11:30 

中国語授業 

14:00—16:00 

中国文化体験 

9 8／16 月 
8:30—11:30 

中国語授業 
自主学習 

10 8／17 火 8:30～ 蘇州庭園見学 

11 8／18 水 
8:30—11:30 

中国語授業 
自主学習 

12 8／19 木 
8:30—11:30 

中国語授業 

14:00—16:00 

中国文化体験 

13 8／20 金 
8:30—11:30 

中国語授業 

14:00—15:30 

個別指導 

14 8／21 土 
8:30—11:30 

中国語授業 

14:00—16:00 

中国文化体験 

15 8／22 日 
9:00 同済大学学生との

懇親会および送別会 

上海出発 

空港まで見送り 
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資料４ 

平成 22 年 10 月 

 

総長がモンゴル科学技術大学から名誉博士号を授与 

 

濵口総長は、１０月１日（金）、モンゴル科学技術大学（ウランバートル）から名誉博士

号を授与されました。平成１６（２００３）年に始まった地質学の分野での共同研究を嚆

矢として、平成２１（２００９）年には同大学との交流を全学的に発展させ、更に、フィ

ールド調査のための拠点として同大学内に本学フィールド・リサーチ・センターを設置す

るなど、人材育成に貢献したことが高く評価されたものです。 

授与式では、同大学幹部職員列席の中、バヤンドゥーレン・ダムディンスレン学長の挨

拶があったほか、ドムボン・エンフバト同大学アカデミック・カウンシル議長（同大学研

究イノベーション科長）から授与理由が発表されました。学位記とメダルが学長から授与

された後、銀器に入ったお菓子を口にするという伝統的な儀式を受けたほか、馬頭琴を授

与され、馬頭琴は学生により演奏されるなどモンゴルならではの式典が続きました。 

総長は、授与式の挨拶において、本学との交流を通じて優秀な研究者育成を進めてほし

いとの希望を表明し、また、学生・教職員を前に行った記念講演では、モンゴルが資源開

発を進めるためには同時に環境保全を考える必要があること、このため大学には自然科学

と社会科学を融合させた取り組みが不可欠であることを強調しました。 

また、名誉博士号授与式に先立ち、同大学との間に「学生交換の覚書」が調印されまし

た。学生の交流が活発になることが期待されています。 



 

【名古屋大学フィールドリサーチセンター設立及び関連活動】 

 

2003 年〜 

 ・モンゴルの地質に関する共同調査と学生交流を実施（毎年 1〜2 か月間） 

 

2007 年 

・ 国際シンポジウム「ユーラシアセミナー2007」をモンゴル科学技術大学と

共催 
 

2008 年 

・ 名古屋大学にモンゴル科学技術大学学生の受け入れを開始 
・ 名古屋大学博物館がモンゴル科学技術大学博物館の収蔵資料調査を実施 

 

2009 年 

・ 名古屋大学とモンゴル科学技術大学の学術交流協定（全学協定）を締結 
・ モンゴル科学技術大学内に「名古屋大学フィールドリサーチセンター」を

開設 
 

2009 年〜 

・ モンゴルの鉱山開発と環境問題に関する共同研究を実施（毎年約 2 週間） 
 

2010 年 

・ 国際シンポジウム「モンゴルの新しい地質学・環境学の幕開け」をモンゴ

ル科学技術大学と共催 
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「法学・地質学・環境学の融合による，
モンゴル鉱物資源開発の総合研究」

ーモンゴル国立大学内「名古屋大学日本法教育研究センター」と，
モンゴル科学技術大学内「名古屋大学フィールドリサーチセンター」の役割ー

モンゴル国の主な有用金属の埋蔵量

••金金: : 
•• 地下埋蔵量地下埋蔵量 64 6864 68トントン•• 地下埋蔵量地下埋蔵量-- 64.68 64.68 トントン
•• 露出露出量量-- 62.28 62.28 トントン

••銀銀-- 87608760トントン
••銅銅–– 692692万トン万トン
••モリブデンモリブデン–– 21213213210000トントン
••鉄鉄––44億億27102710万トン万トン
••鉄マンガン重石鉄マンガン重石 –– 63676367 00トントン

••ウランウラン–– 6644 000000トントン
••石炭石炭–– 3.53.5億億4 4 千万トン千万トン
••蛍石蛍石–– 14142424万トン万トン
••リン灰石リン灰石–– 2424億トン億トン
••グラファイトグラファイト–– 7537530000トントン
ゼオライトゼオライト 万ト万ト鉄マンガン重石鉄マンガン重石 63676367 00トントン

••鉛鉛––192192万トン万トン
••亜鉛亜鉛–– 115656万トン万トン
••アルミニウムアルミニウム–– 1111870870トントン

••ゼオライトゼオライト–– 480480万トン万トン
••鉱物性顔料鉱物性顔料–– 117171万トン万トン
••石材石材–– 11億億939939万立方メートル万立方メートル
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モンゴルの主な有用メタルの採掘量

20002000年年 20012001年年 20022002年年 20032003年年 20042004年年 20052005年年

銅、モリブデン原石銅、モリブデン原石（千トン）（千トン） 2310023100 2530025300 2570025700 2701027010 2790027900 2700027000
精製品中の銅含有量精製品中の銅含有量（千トン）（千トン） 125,2125,2 133,5133,5 131,7131,7 130,3130,3 130,0130,0 126.3126.3
精製品中のモリブデン量精製品中のモリブデン量（ト（ト
ン）ン）

1336,01336,0 1423,01423,0 1590,31590,3 1793,51793,5 1140,91140,9 11531153

電気精錬による銅電気精錬による銅（トン）（トン） 641,4641,4 1476,01476,0 1500,01500,0 1544,01544,0 2376,02376,0 2474.52474.5
精錬による鉄マンガン重石精錬による鉄マンガン重石
(68%) (68%) （トン）（トン）

76,076,0 93,093,0 51,051,0 17,017,0 77.177.1 78.278.2

金金（キログラム）（キログラム） 11,511,5 12,112,1 10,910,9 10,810,8 18,618,6 21.921.9金金（キログラム）（キログラム） 11,511,5 12,112,1 10,910,9 10,810,8 18,618,6 21.921.9

モンゴルの金・銀鉱床

モンゴルの銅鉱床

モンゴルの石炭鉱床
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モンゴルの鉛鉱床

モンゴルのウラン鉱床

モンゴルの蛍石鉱床

銅鉱石

モリブデン鉱石
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Tumurt

Boroo

モンゴルの大規模採鉱プロジェクト

Tumurt ovoo

Tsagaan suvarga
Tavan tolgoi

Oyu tolgoi

これらの資源は世界中が狙っている．

大規模プロジェクトのほとんどは外資企業によるもので，オーストラ
リアが最も多く，カナダがそれに続く．日本は大きく出遅れている．

＋環境に対する配慮があまりなされていない．

＋モンゴル人技師への教育・育成という視点に欠ける．

諸外国のモンゴル鉱物資源開発

日本の鉱物資源開発

＋多くの鉱・公害を経験・克服してきた実績がある．

＋環境に対する配慮がある＋環境に対する配慮がある．

＋「（環境）被害予防と，法・社会的救済」という考え方．

＋モンゴル人への教育を視野に入れている．

モンゴルの，日本への期待は非常に大きい
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モンゴルを文理融合で
研究することの意味

＋社会生活，経済活動に
密接に結びついている

鉱物資源開発と環境保全

密接に結びついている

＋実現させるためには，政策
提言，法整備が必要不可欠

＋理系だけでやっても，
それはイノセントな研究
にしかならない．

でも，

総合大学「名古屋大学」だからできる研
究
『文・理のコラボレーション！』

客観的自然データを元に，
”よりよい社会” を文理の知恵
を出し合って考える．

答え

「法学・地質学・環境学の融合による，モンゴル鉱物資源開発の総合研究」

名古屋大学

博物館
モンゴル科学技術大学

地質 石油工学部

地質・鉱物資源・環境調査

自然環境解析班
環境学研究科

法学研究科

フィールドリサーチ
センター（現地拠点）

地質・石油工学部

モンゴル国立大学

自然科学と社会科学の融合，政策議論

法政班

法学研究科

法政国際教育協
力研究センター 日本法教育研究

センター（現地拠点）

法制度・社会学的調査

法学部
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モンゴル国立大学とモンゴル科学技術大学

【設立】 1942年

【位置付け】 ゴ 随 文系系総合大学 あり

モンゴル国立大学

【設立】 1969年にモンゴル国立大学工学部として設
置．1990年にモンゴル国立大学から分離独立．

モンゴル科学技術大学

【位置付け】モンゴル随一の文系系総合大学であり，
モンゴルにおける文系研究・教育の中核．

【組織】12学部（数学コンピュータ，物理電子工学，

情報技術，生物，地理地質，化学，経済・法学，社
会科学，国際関係学，外国語文化学，モンゴル語文
化）

【国際交流】世界21ヶ国の23機関と交流協定締結．

【教員数】約600人

【位置付け】モンゴル唯一の科学技術系総合大学で
あり，モンゴルにおける理系研究・教育の中核．

【組織】13学部（地質、土木工学、コンピュータ科

学・経営、電力工学、教養、材料工学、数学、生産
工学・設計、食品・生物工学、機械工学、通信・情
報工学、外国語、鉱山工学）と4分校（ダルハン、
エルデネト、スフバートル、ウブルハンガイ）

【国際交流】世界20ヶ国の80機関と交流協定締結．

【学生数】約11000人

【備考】文系エリート養成校として，政財官界へ多
数の人材を輩出している．

【教員数】約600人

【学生数】学部学生約18000人．大学院生（研究生
含む）約1500人

【備考】理系エリート養成校として，各界へ人材を
輩出している．

名古屋大学フィールドリサーチセンター
ー国内外に開かれた，先進ラボー

モンゴルにおける，フィールド調査支援

＋地質調査
＋鉱物資源調査

QuickTimeý Ç²
 TIFFÅiîÒàèkÅj êLí£ÉvÉçÉOÉâÉÄ

 Ç™Ç±ÇÃÉsÉNÉ`ÉÉÇ¾å©ÇÈÇžÇ½Ç…ÇÕïKóvÇ-ÇÅB

現在使用しているのは
通称”プルゴン”と呼ばれ
る，1980年代ロシア製
軍用ワゴン

＋環境調査

草原を疾走するプルゴン．
馬力があり悪路にはめっぽ
う強いが．．．

パンクもやたらと多い．

長期のテント泊調査
において，車のトラ
ブルによる日程ロス
は，隊員の疲れを倍
増させる

すぐにエンジントラブル．
手回し始動は日常茶飯事

川の途中で立ち往生するプルゴ
ン．この後，脱出に丸一日を費
やした．川を渡るときは，いつ
も神に祈る気持ち．

増させる．
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モンゴルにおける，データ解析支援

1号室（微小領域解析室）：電子顕微鏡，X線分析器 etc.
2号室（試料調製室）：精密切断機，研磨機，粉砕器 etc.
3号室（化学実験室）：ドラフト，超純粋製造器 etc.

名古屋大学フィールドリサーチセンター
ー国内外に開かれた，先進ラボー

電子顕微鏡

FRCで岩石の組成分析を

TV会議システム

FRCで議論する名大・新潟大・
モンゴル科技大合同調査チーム

FRCでデータ整理をする
学生

する学生

現状では，個体の微小
さい領域観察・分析は
可能．しかし，液体・
軟体の分析はできない

モナザイト結晶の電子顕微鏡写真とX線分析結果

リン，ランタン，セリウム，ネオジム，
トリウムが多く含まれていることがわかる．
（名大FRCの電子顕微鏡にて撮影・分析）

電子顕微鏡写真 分析結果

分析結果

分析結果

ジルコン結晶の反射電子による組成像

左のジルコン結晶には，組成相違による縞模様が見ら
れる．このような組成像によって，結晶の内部構造を
知ることができる．

（名大FRCの電子顕微鏡にて撮影）

分析結果

FRCにおける微小領域解析の例
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鉱山地域

高ヒ 素濃度地域
Haraa

Gatsuurt

Boroo
鉱山地域におけるヒ素汚
染が初めて明らかに！

高ヒ 素濃度地域

FRCの環境研究の
一例

法制班の研究

＋環境破壊を防止するための法改革支援（土地法、環境法、鉱物
資源法など）

＋公害被害者の権利救済のための法改革支援（民法 民事訴訟法＋公害被害者の権利救済のための法改革支援（民法、民事訴訟法
、行政訴訟法など）

＋次世代の法改革の担い手の養成（日本法教育研究センター）

ウランバートル郊外での聞き取り調査
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日本法教育研究センターの取り組み

日本法教育研究センター「夏期セミナー」

＜名古屋大学日本法教育研究センター＞

名古屋大学は、モンゴルの次世代の法改革の担い手を養成
するために、日本語で日本法を学ぶ「日本法コース」をモ
ンゴル国立大学法学部と協力して運営している.

現在，5学年で合計70名の学生が在籍しており，日本人講
師2名が常駐しているほか，名古屋大学のモンゴル人卒業生
たちが日本語・日本法の講師として活躍している. セミナーで講演する駐在名大教員

名古屋大学在学中のモンゴル人留学生 平成22年10月6日　現在

所属 専攻
性
別

国籍 身分
留学生
種別

奨学金
支給期間

入学年月 出身校 備考

1
工

男 モンゴル国 研究生 私費
文部科学省奨

学金 21.10
ﾓﾝｺﾞﾙ国立科学技

術大学
３月１０日専攻長・学科長会議承認

2
文・博前 人文 女 モンゴル国 博士課程前 1年 国費 22.4

モンゴル国立大学
大学院

（大学院生のみ）

若手モンゴル人への教育

2 大学院

3
法・博前

総合
法政

男 モンゴル国 博士課程前 2年 私費
JDS事業

21.4 （国外の大学）

4
開・博前 開発 女 モンゴル国 博士課程前 2年 国費

文部科学省奨
学金 21.4 モンゴル国立大学 ０８年４月大使館推薦採用

5
言・博前 国際 男 モンゴル国 博士課程前 2年 私費

学習奨励費
(大学院) 20.4 名古屋大学

6
環・博前 男 モンゴル国 院研究生 国費

文部科学省奨
学金 21.4 ウランバートル大学 大使館推薦採用

7
環・博前 女 モンゴル国 院研究生 私費 22.10

法 博後
総合

男 ゴ 国 博士課程後 年 国費
文部科学省奨

学金 名古屋大学
8

法・博後
総合
法政

男 モンゴル国 博士課程後 3年 国費 学金 20.10 名古屋大学

9
法・博後

総合
法政

男 モンゴル国 博士課程後 3年 国費
文部科学省奨

学金 20.10 名古屋大学 ２００８年１０月大学推薦採用

10
医・博 健康 男 モンゴル国 博士課程 2年 私費

学習奨励費
(大学院) 21.4

モンゴル健康科学
大学

11
環・博後 都市 女 モンゴル国 博士課程後 2年 私費

服部国際奨学
財団 21.10 名城大学

12
環・博後 社会 男 モンゴル国 博士課程後 2年 私費

ヒロセ国際奨
学財団 21.4 名古屋大学
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名古屋大学モンゴル人留学生会

名大モンゴル人留学生会の自主勉強会．それぞれの研
究テーマについて毎月プレゼンを行い，お互いをより
よく知る機会としている．

名古屋大学のモンゴル人留学生たち

モンゴル科学技術大学学長

同大学副学長

留学生たち

TV会議システム

名古屋大学における，モンゴル科学技術大学学長
とモンゴル人留学生の会談．会談はTV会議シス
テムによって，FRCに生中継された．

名大で実験中のモンゴル人留学生



資料５ 

第６回名古屋大学ホームカミングデイの開催について 

 
10 月 16 日（土）に「人・生命・未来」をメインテーマとして開催 

【来場者】 

同窓生、在学生及び卒業生・修了生とその家族や近隣住民の方々、約 3,400 名が参加 

【豊田講堂企画】 

「名古屋大学の集い～世界を翔る卒業生～」と題した催しを開催。 

・オープニングコンサート、全学同窓会活動報告、益川博士の講演会、フルート奏者の

高木氏とヴァイオリン奏者の吉田氏によるデュオリサイタル 

・今年度設立された「名古屋大学国際交流貢献顕彰」の授与式が行われ、韓国支部の王

成宇(ワン ソンウ）氏及びバングラデシュ支部のモハメッド・サイドゥル・イスラム・

カーン氏に、総長から表彰状と記念品が授与 

【学術講演会】 

「名大教員の描く『人・生命・未来』の円環」を開催 

・近藤高等研究院長 「生命の時間をはかるタンパク質」 

安藤雄一医学部附属病院化学療法部長 「生きていく未来」 

松尾附属病院長 「未来につなげる生命」 

・講演した教員とともに、ニュースキャスターの鳥越俊太郎氏をパネリストとして迎え、

ご自身のがんの闘病生活の話などを交えながらトークセッションを開催 

【特別講演会】 

２会場で特別講演会を開催 

・プロテニスプレーヤーの杉山 愛氏 「杉山愛の残した足跡とその意味」 

・映画監督の篠田正浩氏 「わたしのデジタル映像体験」 

【体験企画】 

様々な体験企画を開催 

・「名大東山キャンパス雑木林の生物多様性を観察しよう！」 

・「名大ウォーキングツアー」 

・名古屋大学理系女子コミュニティあかりんご隊「科学実験を体験しよう！」 

【スポーツ行事】 

陸上競技場では、スポーツ行事を開催 

・「名古屋グランパススクールコーチによる親子ふれあいサッカー教室」 

・「杉山 愛氏による親子ふれあいテニス教室」 

【その他イベント】 

・部局主催の講演会 

・本のリユース市 

・生命農学研究科附属東郷フィールドの農産物等の販売 

・職員創作美術展の開催 等々 



　　　資料６







資料７

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

12日（金） 役員会

16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）

4日（木） 教授会（医学部・医学系研究科）

10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）

12日（金） センター会議（高等教育研究センター）

17日（水）
教授会（文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医学系研
究科、情報科学研究科）
学科会議（医学部保健学科）

19日（金）
教授会（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）

24日（水）
教授会（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、太陽地球環境研究所、エコトピア科学研究所、総合保健体育
科学センター）

名古屋大学　平成22年11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

10月5日（火）
～12月28日（火）
（日・月曜日休
館）

博物館企画展
「恐竜たちがやってきた
－化石から学ぶ過去の生物多様
性－第2弾」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「古生代の海と陸の生物」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

場所：附属図書館4階展示室
時間：9：30～17：00
入場料：無料

［関連講演会］
10月30日（土）
場所：附属図書館5階多目的室
時間：13：30～16：30
講演題目：「ぼくの思想形成と蔵書形成」
講演者：水田　洋（本学名誉教授）
講演題目：「自然法、共和主義、スコットランド啓蒙－水田文庫
と私の研究」
講演者：田中秀夫氏（京都大学教授）
講演題目：「アダム・スミス思想体系と啓蒙思想の遺産」
講演者：篠原　久氏（関西学院大学教授）
参加費：無料

10月28日（木）

遺伝子実験施設
第3回「ハイスループットスクリーニ
ングシステムと次世代DNAシーケ
ンサの相乗的応用」研究会

場所：遺伝子実験施設（理学部Ｆ館）301教室
時間：14：00～18：00
講演題目：「バイオフォトンを利用した植物のストレス抵抗性誘
導物質の選抜」
講演者：伊代住浩幸氏（静岡県農林技術研究所上席研究員）
講演題目：「単一細胞の生物発光と多細胞集団の生物発光」
講演者：柄谷　肇氏（京都工芸繊維大学教授）
内容：遺伝子実験施設見学会、講演会、交流会

遺伝子実験施設
研究員　上池伸徳
052-789-4527

10月28日（木）
～10月30日（土）

太陽地球環境研究所
陸別町(北海道）共催
太陽・オーロラウィーク2010

場所：銀河の森天文台りくべつ宇宙地球科学館
内容：太陽地球環境研究所の教員による陸別小中学校での
出張授業、りくべつ宇宙地球科学館に導入される新型デジタ
ルプラネタリウム「メディアグローブ」のオープニングセレモ
ニー、オーロラ予報、アラスカからのオーロラ実況

太陽地球環境研究所
教授　草野完也
052-789-6337

10月29日（金）
エコトピア科学研究所
超高圧電子顕微鏡施設
オープニングセレモニー

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～19：00
内容：Ⅰ部式典、Ⅱ部国際ワークショップ、Ⅲ部記念パーティ
の3部構成。Ⅱ部では施設見学のほか、外部から講師を招き
講演会を開催
講演題目：「材料の界面反応の高分解能その場電子顕微鏡観
察と将来展望」
講演者：ロバート・シンクレア氏（スタンフォード大学教授）
講演題目：「電子の波は微少世界を開く」
講演者：外村　彰氏（株式会社日立製作所フェロー）

研究所事務部総務課
第3庶務掛
052-789-5262

10月30日（土）
博物館
第121回特別講演会

場所：博物館3階講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「夢を翔んだ翼 ボイジャー」
講演者：樋口敬二（本学名誉教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月14日（木）
～11月11日（木）
（日・祝閉室）

附属図書館2010年秋期特別展
「水田文庫新収蔵記念展－アダ
ム・スミスと啓蒙思想の系譜－」

附属図書館事務部
情報管理課庶務掛
052-789-3667



10月30日（土）
平成22年度（第12回）
まちとすまいの集い

場所：環境総合館1階レクチャーホール、4階地域防災ホール
時間：13：20～16：30
テーマ：「使いこなす・住みこなす－都市、建築、そして資源－」
講演題目：「地球環境時代、どうやって暮らして行くか」
講演者：久野　覚（環境学研究科教授）
講演題目：「大学キャンパスからサスティナブルな都市・建築
へ」
講演者：恒川和久（工学研究科講師）
講演題目：「よみがえれ既存建築物」
講演者：勅使川原正臣（環境学研究科教授）
参加費：無料

環境学研究科
まちとすまいの集い事務局
052-789-5233

10月30日（土）
公開講座
柔道寝技教室

場所：第4体育館（柔道場）
時間：14：00～16：00
定員：20名
対象：小学校中高学年から社会人で柔道経験者
参加費：無料

工学研究科
教授　瓜谷　章
052-789-3797

10月30日（土）
～10月31日（日）

国際言語文化研究科シンポジウ
ム
「台湾映画の現在」

場所：文系総合館308、309教室(10/30)、文系総合館カンファ
レンスホール(10/31)
時間：10：00～17：10（10/30)、9：00～17：30（10/31）
テーマ「台湾ニューシネマの現在/台湾ドキュメンタリーの現
在」
講演者：邱　坤良氏（元台北芸術大学学長）、黄　建業氏（台
北芸術大学教授）、邱　貴芬氏（中興大学教授）、朱　恵足氏
（中興大学准教授）、張　小虹氏（台湾大学教授）、候　孝賢氏
（映画監督）、三澤真美恵氏（日本大学准教授）
内容：1日目はニューシネマ編、2日目をドキュメンタリー編とし
て台湾から映画監督や大学研究者を招き講演会とシンポジウ
ムを開催
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　星野幸代
052-789-4875

10月30日（土）、
11月6日（土）

平成22年度
数学公開講座（秋の継続コース）

場所：多元数理科学研究科棟（理1号館）509号室
講演者：菱田俊明（多元数理科学研究科教授）、鈴木浩志（多
元数理科学研究科准教授）、佐藤　猛（多元数理科学研究科
助教）
対象：一般社会人、高校生および高校教員
参加料：無料

多元数理科学研究科
教育研究支援室
052-789-5994

10月31日（日） 和式馬術供覧

場所：教育学部附属中学・高等学校グランド
時間：13：00～15：00
内容：演武（流鏑馬他）と体験乗馬
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月31日（日）

国際言語文化研究科アソシエイ
ティブ・メディア研究プロジェクト
《Ｓ/Ｎ》－断絶からのコミュニケー
ション－

場所：全学教育棟北4階多目的講義室406
時間：13：00～17：00
内容：ダムタイプによるパフォーマンス「S/N」の記録映像上映
会と、研究者によるトークイベントの開催
入場料：無料

国際言語文化研究科
准教授　池側隆之
052-789-4348

《モノローグ　“H.D.：A　Life”》（11月1日）
場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：16：30～18：30
講演者：サッシャ･コルビー氏(サイモン・フレーザー大学助教
授)
内容：20世紀前半にヨーロッパで活躍したアメリカの詩人・小
説家 H. D.（ヒルダ・ドゥーリトル）に関するパフォーマンス実
演、講演及びディスカッション
参加費：無料

《シンポジウム》（11月3日）
場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：00～
テーマ：「世紀転換期ドイツ、オーストリアの芸術運動」
内容：1902年第14回ウィーン分離派展覧会（ベートーヴェン
展）について、世紀転換期ドイツ・オーストリアの芸術誌の諸相
について、という2つのテーマで講演
参加費：無料

11月1日（月）、
11月3日（水）、
12月4日（土）

国際言語文化研究科
連続シンポジウム
「境界の消失と再生」

国際言語文化研究科
教授　西川智之
052-789-4866



《シンポジウムおよびワークショップ》（12月4日）
（※愛知県立芸術大学音楽部共催）
場所：愛知県立芸術大学合奏棟大合奏室
時間：14：00～
テーマ：「現代音楽の諸相－マイケル・シェリー氏（作曲家 バト
ラー大学教授）、ゼイン・メリット氏（ギタリスト）、佐々木みほ氏
（ピアニスト）を迎えて－」
入場料：無料

11月1日（月）
～1月7日（金）
（土・日曜日休
館）

博物館野外観察園展示
「名大の蛾～秋編～」

場所：野外観察園セミナーハウス
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月2日（火） テクノ・シンポジウム名大2010

場所：野依記念学術交流館カンファレンスホール
時間：9：00～15：00
テーマ：「持続可能社会のエネルギーシステム：スマートグリッ
ドの最前線」
講演者：合田忠弘氏（九州大学教授）、諸住　哲氏（新エネル
ギー・産業技術総合開発機構主任研究員）、岡島博司氏（トヨ
タ自動車株式会社技術統括部主幹）

エコトピア科学研究所
情報・通信科学研究部門
052-789-2743

11月2日（火）
農学国際教育協力研究センター
2010年度 第3回オープンセミナー

場所：農学部Ｂ館319号室
時間：15：00～17：30
講演題目：「ケニアにおけるイネいもち病判別システムの構
築」
講演者：アテカ・エリジャ・ミインダー氏（ケニア ジョモ・ケニヤッ
タ農工大学講師）
講演題目：「先端科学技術と農学国際協力」
講演者：前多敬一郎（農学国際教育協力研究センター教授）
参加費：無料

農学国際教育協力研究セン
ター
准教授　槇原大悟
052-789-4226

11月3日（水） 日本数学コンクール表彰式
場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～13：00

研究協力部社会連携課
052-788-6144

11月3日（水）
～12月18日（土）
（日・月曜日休
館）

第20回博物館企画展
キタン－名古屋高等商業学校/名
古屋大学経済学部－創立90周年
記念展

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「響け！“創統の鐘” －名高商から名大経済学部への
90年－」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月4日（木）、
11月5日（金）、
11月8日（月）、
11月15日（月）

経済学研究科
課題設定型ワークショップ
「生産と技術のマネジメント」

場所：経済学部演習室13
時間：14：45～16：15(11/4、11/8、11/15)、
16：30～18：00(11/5)
講演題目：「日本の石炭技術」（11/4）
講演者：古川博文氏（財団法人石炭エネルギーセンター）
講演題目：「東アジア諸国の経済状況と経済共同体構想」
(11/5)
講演者：土井康裕（経済学研究科講師）
講演題目：「日本経済の生産性」(11/8)
講演者：根本二郎（経済学研究科教授）
講演題目：「技術進歩と経済成長」(11/15）
講演者：柳原光芳（経済学研究科准教授）
参加費：無料

経済学研究科
教授　髙桑宗右エ門
052-789-2389

11月5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3回国内シンポジウム

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：10：30～17：15
テーマ：「神経疾患とがんの共通機能分子をめぐって」
講演者：吉田　稔氏（理化学研究所）、高倉伸幸氏（大阪大
学）、水島　昇氏（東京医科歯科大学）、佐谷秀行氏（慶應義
塾大学）、大隈良典氏（東京工業大学）
参加費：無料

GCOE事務局
052-744-1946



11月5日（金）、
12月3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」
化学系セミナー

場所：野依記念学術交流館2階講演室
時間：16：30～18：00
講演題目：「メソポーラス物質の化学」(11/5)
講演者：黒田一幸氏（早稲田大学教授）
講演題目：「キラルジエン配位子」(12/3)
講演者：林　民生氏（京都大学教授）
参加費：無料

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

11月6日（土）

法政国際教育協力研究センター
第3回2010高校生向けセミナー
「ASIA －アジアの法と社会につい
て考えよう」

場所：法政国際教育協力研究センター2階ＣＡＬＥフォーラム
時間：14：00～17：30
定員：20名
参加費：無料

法政国際教育協力研究セン
ター
052-789-2325

11月6日（土）

第34回博物館コンサート
（NUMCo）
「フォルクローレ南米民族音楽
－パラグアイのハープ－アルパの
ささやき」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏者：小栗康子さん、山本祐子さん（アルパ）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月6日（土）、
11月20日（土）、
12月4日（土）、
12月18日（土）

［博物館友の会会員向け］
「達人（研究者）と話そう
人と自然の共生－技術の視点で
－」

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「地球を救う太陽電池、その仕組みと利用」（11/6）
講演者：融　健氏（名古屋工業大学名誉教授）
講演題目：「地球を救うか！風力発電」(11/20)
講演者：林　農氏（鳥取大学名誉教授）
講演題目：「食料供給の近道、農村の活性化・持続化」(12/4)
講演者：竹谷裕之（本学名誉教授）
講演題目：「ヒトに役立つ微生物、ヒトを困らす微生物」(12/18)
講演者：大宮邦夫氏（元三重大学教授）
定員：70名
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月8日（月）
しんきん環境事業イノベーション
寄附講座
第7回企業経営者向けゼミナール

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：15：00～17：00
講演題目：「水循環と資源活用のためのソリューション」
講演者：篠原哲也氏（株式会社東芝技師長）

しんきん環境事業イノベーショ
ン寄附講座
052-747-6550

11月8日（月）
～11月9日（火）

第14回ベンチャー・ビジネス・ラボ
ラトリーシンポジウム

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：13：30～17：30（11/8）、8：45～13：00（11/9）
テーマ：「キラルナノ化学・ソフトナノ化学・プロセスの新展開」
参加費：無料

ベンチャー・ビジネス・ラボラト
リー
事務室
052-789-5447

11月9日（火）
グローバルＣＯＥ「地球学から基
礎・臨床環境学への展開」
特別セミナー

場所：環境総合館１階レクチャーホール
時間：15：00～16：30
講演題目：「スイスの森林と森林における地下部炭素の重要
性」
講演者：イバノ・ブルナー氏（スイス連邦森林雪景観研究所土
壌科学ユニット長）
参加費：無料

ＧＣＯＥ事務局
052-747-6521

11月9日（火）
経済学研究科
課題設定型ワークショップ
「ゲーム理論とその応用」

場所：経済学部第1会議室
時間：16：30～18：00
講演題目：「株式市場は投資インセンティブを阻害するか」
講演者：アレクサンダー・リュングヴィスト氏 (ニューヨーク大
学)

経済学研究科
准教授　花薗　誠
052-789-4932

11月9日（火）、
12月2日（木）

第64回、第65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：「減災社会を築く」(11/9)
講演者：岩田孝仁氏（静岡県危機管理部危機報道監）
講演題目：「1960年と2010年のチリ沖地震津波について」
(12/2)
講演者：今村文彦氏（東北大学教授）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038



11月9日（火）、
1月18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：「社会と科学・社会のための科学」(11/9)
講演者：澤本光男氏（京都大学教授）
講演題目：「世界の将来を担う中国の研究者たち：夢と現実」
(1/18)
講演者：高　清志氏（天津大学教授）
参加費：無料

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

11月10日（水）
第2回東海地区大学発
ベンチャーカンファレンス

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：14：00～17：15
講演題目：「大学発ベンチャー成功のカギと落し穴」
講演者：高村徳康氏（株式会社セレンディップコンサルティン
グ）
講演題目：「ベンチャー・創業支援策について」
講演者：辻井　聡氏（中部経済産業局経営支援課新事業支援
室）
講演題目：「健診イノベーション－生活習慣病のリスク予知・予
防による健康長寿と医療費の削減－」
講演者：株式会社セラノスティック研究所（本学発のベン
チャー）

産学官連携推進本部
起業推進部
特任助教　鈴木孝征
052-747-6483

11月10日（水）
～11月12日（金）

IFPU年次総会

場所：パリ第3大学（新ソルボンヌ大学）
内容：世界の国公立大学で組織される大学コンソーシアム、
International Forum of Public Universities（IFPU）の総会を開
催

国際部国際企画課国際企画掛
052-789-2044

11月11日（木）
第32回全国共同利用基盤セン
ター
研究開発連合発表講演会

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：10：00～17：00
内容：情報基盤にかかる研究開発についての発表会

情報推進部情報推進課総務掛
052-789-4353

《記念式典・シンポジウム》
11月11日、12日
場所：野依記念学術交流館2階大ホール
時間：13：30～17：35(11/11)、9：30～17：00(11/12)

《一般講演会》
11月13日
場所：野依記念学術交流館2階大ホール
時間：13：30～16：15
テーマ：「太陽とオーロラの謎を解く」
講演題目：「オーロラの謎」
講演者：赤祖父俊一氏（アラスカ大学名誉教授）
講演題目：「太陽の謎 ガリレオから未来へ」
講演者：草野完也（太陽地球環境研究所教授）
参加費：無料

11月13日（土）

女子中高生理系進学推進セミ
ナー
/若手女性研究者サイエンス
フォーラム

場所：野依記念物質科学研究館
時間：13：00～16：15
参加費：無料

男女共同参画室
052-789-5976

11月13日（土） 名古屋大学レクチャー2010

場所：豊田講堂
時間：13：00～17：00
テーマ：「化学でひも解く生命の不思議、天然分子から薬まで」
講演者：岸　義人氏（ハーバード大学教授）、中西香爾氏（コロ
ンビア大学教授）
参加費：無料

高等研究院事務室
052-788-6153

11月11日（木）
～11月13日（土）

太陽地球環境研究所
創設20周年記念行事

太陽地球環境研究所
教授　荻野瀧樹
052-747-6348



11月13日（土）、
11月27日（土）、
12月25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3階講義室
時間：10：00～12：00
定員：15名

博物館事務室
052-789-5767

11月13日（土）、
11月27日（土）、
12月11日（土）、
12月25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3階講義室
時間：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

11月13日（土）、
12月4日（土）、
12月18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：「宇宙を実感してみよう－宇宙と地上で探るダーク
マター－」(11/13)
講演者：田原　譲（エコトピア科学研究所教授）
講演題目：「母なる星 太陽の不思議な素顔」(12/4)
講演者：草野完也（太陽地球環境研究所教授）
講演題目：「歴史問題と国際歴史教科書対話－独仏関係を中
心に－」(12/18)
講演者：近藤孝弘（教育発達科学研究科教授）
参加費：無料

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15日（月）
［博物館友の会ギャラリートーク］
第20回博物館企画展に関する解
説

場所：博物館2階展示室
時間：13：00～14：00
講演者：堀田慎一郎（文学部助教）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月15日（月）
「太陽活動と気候変動の関係」に
関する名古屋ワークショップ

場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～18：00
内容：太陽活動と気候変動の関係についての、さまざまな側
面とプロセスについて。現状の理解と今後の課題について、各
分野の多数の研究者によるワークショップを開催

太陽地球環境研究所
教授　松見　豊
052-747-6312

11月16日（火）
環境安全支援課
環境安全衛生管理に関する講演
会

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：13：00～14：00
講演題目：「組織不祥事の失敗学」
講演者：樋口晴彦氏（警察大学校教授）
参加費：無料

環境安全衛生推進本部
環境安全衛生管理室
052-789-2116

11月16日（火） 第92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：18：30～20：00
講演題目：「学生リーダーを育てる－愛媛大学リーダーズス
クールの取り組みと成果－」
講演者：秦　敬治氏（愛媛大学教育・学生支援機構教育企画
室副室長）

高等教育研究センター
研究員　伊藤奈賀子
052-789-5814

11月19日（金）
～11月20日（土）

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」
第4回物質科学フロンティアセミ
ナー

場所：野依記念物質科学研究館
時間：13：00～18：30（11/19）、9：00～12：20（11/20）
テーマ：「分子の集合が拓く科学の最前線：高分子、超分子の
サイエンス」
参加費：無料

工学研究科
准教授　佐藤浩太郎
052-789-3187

11月20日（土） 平成22年度鶴舞公開講座

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～16：30
テーマ：「食事：もっとも身近な健康法」
講演題目：「食事のとり方で良くも悪くもなる生活習慣病」
講演者：鈴木富夫（医学部附属病院栄養管理部副部長）
定員：100名
対象：一般の方
参加費：無料

医学部・医学系研究科総務課
鶴舞公開講座担当
052-744-2500



11月21日（日）
東海がんプロフェッショナル養成プ
ラン 平成22年度市民公開講座

場所：医学部附属病院中央診療棟３階講堂
時間：13：30～16：00
テーマ：「がんとともに自分らしく生きる」
講演題目：「抗がん治療と向き合い、自分らしく生きるために」
講演者：山田里美（附属病院看護部看護師長）
講演題目：「自分らしく生きることを支える緩和ケア」
講演者：阿部まゆみ（医学系研究科特任講師）
定員：200名
対象：一般の方
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

11月22日（月） 永年勤続者表彰式
場所：豊田講堂第1会議室
時間：10：00～

総務部人事労務課福祉掛
052-789-5978

11月23日（火）
博物館コンサート（NUMCo）
第30回古楽研究会定期演奏会

場所：博物館2階展示室
時間：13：00～15：00
演奏者：古楽研究会（本学学生サークル）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月23日（火）
～11月24日（水）

グローバルCOE「システム生命科
学の展開：生命機能の設計」
国際シンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：9：00～18：00

ＧＣＯＥ事務局
052-747-6447

11月26日（金）
国際言語文化研究科
国際シンポジウム

場所：文系総合館カンファレンスホール
時間：15：00～18：00
テーマ：「試練と可能性のメディア－それでも君はジャーナリス
トを目指すか－」
講演者：ティム・マジョリバンクス氏（メルボルン大学准教授）、
崔　英宰氏（翰林大学准教授）、中村登志哉（国際言語文化研
究科教授）
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　中村登志哉
052-789-5326

11月27日（土）
東海がんプロフェッショナル養成プ
ラン　平成22年度放射線治療セミ
ナー

場所：名鉄ニューグランドホテル
時間：13：00～16：00
テーマ：「ここまで来た最先端放射線治療」
講演題目：「重粒子線治療の現状と将来展望」
講演者：辻　比呂志氏（放射線医学総合研究所室長）
講演題目：「高精度放射線治療の現状と技師・物理士の役割」
講演者：奥村雅彦氏（近畿大学技師係長）
定員：100名
対象：医療従事者、学生
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

11月27日（土）
博物館
秋の野外実習

場所：野外観察園セミナーハウス
時間：10：00～15：00
テーマ：「ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵」
内容：林の中でドングリや木の実を採取後、本物の石器を使っ
て縄文時代の料理を作る
定員：20名
対象：小学5年生以上（保護者同伴可能）
参加費：300円

博物館事務室
052-789-5767

11月30日（火）
附属図書館友の会トークサロン
第22回ふみよむゆふべ

場所：附属図書館5階多目的室
時間：18：00～19：30
講演題目：「『老子』の誕生と歴史」
講演者：神塚淑子（文学研究科教授）
参加費：無料

附属図書館
友の会事務局
052-789-3666



11月30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」
【都市の木質化プロジェクト】セミ
ナー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：15：00～20：00
テーマ：「伊勢湾流域圏における『栗駒・天然住宅モデル』の可
能性」
定員：100名
参加費：無料

生命農学研究科
准教授　山崎真理子
052-789-4146

12月2日（木）
国際環境人材育成プログラム
国際フォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～17：30
テーマ：「国際環境人材育成のための高等教育の課題と人的
ネットワークの構築」

環境学研究科
特任准教授　甲斐田直子
052-789-3839

12月7日（火）、
12月21日（火）

環境学研究科都市環境学専攻
建築学総合セミナー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：16：30～19：00
講演題目：「リファイン建築の現在」(12/7)
講演者：青木　茂氏（首都大学東京教授）
講演題目：「地域づくりとアート」(12/21)
講演者：北川フラム氏（株式会社アートフロントギャラリー）
参加費：無料

環境学研究科建築事務室
052-789-5233

12月17日（金） 第3回医学・バイオ系知財フェア

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～18：00
講演細目：「医薬品の研究開発の問題点」
講演者：宮本政臣氏（生化学工業株式会社）
講演題目：「アカデミアにおける医薬品・医療機器開発」
講演者：直江知樹（医学系研究科教授）
参加費：無料

医学部・医学系研究科
経営企画課研究協力掛
052-744-2429

12月24日（金）
平成22年度高大連携
高校生防災教育推進事業
「高校生防災セミナー」

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～16：00
内容：自然災害に対する知識や技術の習得などによる防災対
応能力の向上、災害時のボランティア活動など地域の防災向
上に貢献できる防災リーダーの育成を図る。
対象：高校生

環境学研究科
教授　福和伸夫
052-789-3757

12月24日（金）

ミクロの探検隊
「植物のからだ：腎臓や粘膜など
の組織を電子顕微鏡や光学顕微
鏡で見てみよう！」

場所：医系研究棟2号館1階超微形態研究室
時間：13：00～16：00
定員：20名
対象：小学校5年生から一般
参加費：50円

博物館事務室
052-789-5767

1月11日（火）
～2月5日（土）、
3月8日（火）
～4月9日（土）

ボタニカルアート作品展

場所：博物館2階展示室、野外観察園セミナーハウス
時間：10：00～16：00
内容：1月11日から2月5日までをⅠ期としてサークル作品を中
心に展示、3月8日から4月9日までをⅡ期として東海林富子氏
の作品を中心に展示
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

1月12日（水）

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」
生物化学ミニシンポジウム

場所：野依記念物質科学研究館
時間：9：30～17：30

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