
平成２３年１月２６日 
 

 

 

平成２２年度 第９回教育記者会懇談会 

 

 

１ 受験生・保護者に向けた総長メッセージについて（資料１） 

 

２ 丹羽中国大使への表敬訪問及び名古屋大学全学同窓会北京支部同窓生との懇談

について（資料２） 

 

３ 総長のサイエンスカフェでの講演について（資料３） 

 

４ 第４回理系女子学生エンカレッジ交流会の開催について（資料４） 

 

５ 今後の本学の行事予定（資料５） 

 

６ その他 

        次回開催日について 



資料１ 

 

 

 



資料２ 

 

丹羽中国大使への表敬訪問及び名古屋大学同窓会北京支部 

同窓生との懇談について 

 

 

日 程：平成 23 年 1 月 20 日（木）～1月 21 日（金） 

目 的：中国との学術・学生交流における連携協力について 

 

 

平成 23 年 1 月 20 日（木） 

 丹羽宇一郎中国大使への表敬訪問 

 

 

平成 23 年 1 月 21 日（金） 

 藩偉名古屋大学同窓会北京支部長ほか北京支部同窓生との懇談 



資料３





資料４ 

 

第 4 回理系女子学生エンカレッジ交流会を開催 

 

平成 22 年 12 月 22 日（水）に、豊田講堂、シンポジオンホールにて第 4回理系女子学生エ

ンカレッジ交流会を開催した。今回も企画・運営はあかりんご隊が担当し、女性リーダーと

しての生き方～ダイヤモンドな女性になる！～をテーマにしたパネルディスカッションと、

パネリストを囲んでの歓談という 2 部構成により開催した。 

 

パネルディスカッションの部では、女性リーダーとして活躍中の学内外の 4 名の方にパネ

リストとして参加して頂いた。 

・大垣共立銀行業務開発部・担当部長 岩田かおり氏 

・名古屋大学産学官連携推進本部知的財産部特任教授 宮田令子氏 

・名古屋大学国際部国際企画課長 堀尾多香氏 

・名古屋大学大学院生命農学研究科准教授 束村博子氏 

最初に自己紹介があった後、事前に準備した質問項目の中からいくつかの質問を選択して、

リーダーとしての大変さや女性ならではのライフイベントとキャリア形成の両立などについ

ての対談があり、最後に参加者へのメッセージをお願いした。 

アンケート結果からも伺えるように、パネリストらの体験・経験に基づいた話は興味深く、

参加者をエンカレッジするための有益な場となった。 

 

【パネルディスカッションへの感想】 

・ 途中参加ですが結婚や育児に関することも聞くことが出来てよかったです。もっと

色々な分野の企業の方の話が聞きたいです（特に製造業の方の話）。 

・ 将来についていろいろと考える材料になりました。 

・ とても参考になる話をたくさんして頂けて、これからの参考になりました！ありがと

うございました。企業だったり研究だったり様々な分野で活躍していらっしゃる方の

意見が聞けてよかったです。 

・ 結婚、出産についての生の女性の声を聞けてすごく心強く感じました。これからキャ

リアを積むうえで自分のやりたいことを突き進めていけたらと思います。 

・ 流れに身を任せつつ仕事を一生懸命やれば、やりたいことができるようになるという

話がためになりました。あまり考えすぎず、楽しくやろうという気になりました。 

・ 私の今後の道を考えることができた。 

・ 人生のリーダーの方々の話を聞けてとても参考になりました。 

・ とても役に立ちました。アドバイスを参考に生活していこうと思いました。 

・ 育児の話や、研究者・リーダーとしての女性の話を、より具体的に聞けてすごく参考

になりました。今与えられた環境や課題を一生懸命取り組んでいれば、道は開けると

いう、将来に対してあせりを感じていた自分にとってすごくためになるアドバイスが

もらえて嬉しかったです。 

・ 自分の夢に向かって頑張ろうと思います。 

・ 人生の先輩の話が聞けてよかった。 



資料５

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

7日（月）、
14日（月）、
28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（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（水） 教授会（農学部・生命農学研究科）

10日（木） 教授会（国際開発研究科）

16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、総合保健体育科学センター）
研究科委員会（医学系研究科）

17（木）
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）

18（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）

23日（水）
教授会（情報文化学部、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）

名古屋大学　平成23年2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

1月11日（火）
～3月31日（木）
（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－」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「第3弾こんな化石がみつかるの？例外的に良好に保
存された化石群特集」
入場料：無料

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27日（木） 第55回客員教授セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
講演題目：「アメリカの大学院教育と研究者養成：歴史と比較
の視点から」
講演者：福留東土氏（広島大学）
参加費：無料

高等教育研究センター
研究員　西原志保
052-789-5814

1月28日（金）、
3月22日（火）

農学国際教育協力研究センター
2010年度第4回、第5回
オープンセミナー

場所：生命農学研究科A－334号室(1/28)、Ｂ－319号室(3/22)
時間：15：30～17：00
講演題目：「タイにおける野生動物保護のための人工生殖技
術」(1/28)
講演者：アヌチャイ・ピニョプミン氏（カセサート大学准教授）
講演題目：「ケニア西部のストレス環境条件下における稲生産
システムの開発」(3/22)
講演者：浅井英利（農学国際教育協力研究センター研究員）
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
052-789-4225

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
テーマ：「アイルランド音楽紀行」(1/29)
内容：アイルランドのダンス音楽、民謡などの演奏とアイルラン
ド音楽の楽器解説
入場料：無料

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
テーマ：「モンゴル民俗音楽と伝統舞踊」(2/18)
演奏者：バトエルデネ氏（馬頭琴）、ボルドエルデネ氏（ホー
ミー）
入場料：無料

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～12：00
テーマ：「フラメンコ」(3/12)
入場料：無料

1月30日（日）
～1月31日（月）

法学研究科・三重大学人文学部
国際シンポジウム

場所：三重大学メディアホール
時間：10：30～17：30（31日は17：00まで）
テーマ：「グローバル化と市場経済移行のもとでの行政法の変
化－行政法モデルと比較行政法の理論を求めて」
講演者：市橋克哉（法政国際教育協力研究センター長）、馬
懐徳氏（中国政法大学副学長）、グエン・ヴァン・クアン氏（ハノ
イ法科大学行政法学部国家機構研究センター副センター
長）、ザイナル・アルフィン・モクター氏 (ガジャマダ大学法学部
付設汚職対策研究センター長)、テン・チャン・サンヴァ氏（カン
ボジア 村落開発省）、ジェフリー・ラバーズ氏（アメリカン大学
ロースクール教授）、キャロライン・ダリー氏（アイルランド検事
総長顧問）、マティアス・クナウフ氏（ルードリッヒマクシミアン大
学准教授）、樹神　成氏（三重大学）、本多滝夫氏（龍谷大
学）、広渡清吾氏（専修大学）、小早川光郎氏（成蹊大学）、白
藤博行氏（専修大学）

法政国際教育協力研究センター
052-789-2325

1月29日（土）、
2月18日（金）、
3月12日（土）

博物館コンサート
博物館事務室
052-789-5767



2月1日（火）
経済学研究科附属国際経済政策
研究センター・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：18：30～20：00
講演題目：「上海万博後の中国経済」
講演者：丸屋豊二郎氏（日本貿易振興機構）
定員：180名
参加費：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

2月3日（木） 第8回サイエンスカフェ

場所：カフェミント（名古屋市中区錦3-7-9　太陽生命名古屋第
2ビル1階）
時間：18：30～20：00
講演題目：「がんと遺伝子」
講演者：濵口道成（総長）、武田　穣（産学官連携推進本部連
携推進部長）
定員：30名
参加費：無料

社会貢献人材育成本部
サイエンス・コミュニケーション推
進室
sc-support@sangaku.nagoya-
u.ac.jp

2月5日（土）

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】ワー
クショップ

場所：名古屋福祉保育柔整専門学校
時間：10：00～17：00
テーマ：「都市の木質化・「どこまでできるか？」チャレンジ 長
者町リノベーション・ウォーク」
内容：森林関係者、町の住民、事業者、行政、研究者が一同
に集まり長者町を探訪し、地域資源である木材を活用した長
者町のリノベーションプランを提案する
定員：60名
参加費：無料

環境学研究科
准教授　村山顕人
052-789-3750
准教授　古川忠稔
052-789-3584

2月5日（土）、
2月19日（土）、
3月5日（土）、
3月12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

2月5日（土）、
3月5日（土）、
3月19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：「統治技術の変化が意味するもの：国家による監視
は問題か？」(2/5)
講演者：大屋雄裕（法学研究科准教授）
講演題目：「田んぼの微生物を探る」(3/5)
講演者：村瀬　潤（生命農学研究科講師）
講演題目：「基軸通貨『ドル』の運命」（3/19）
講演者：奥村隆平（経済学研究科教授）
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

2月8日（火）
～3月5日（土）
（日・月曜日休館）

博物館企画展
「モンゴル書道展」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「草原の民モンゴリアン－伝統と現代社会の狭間で」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月10日（木） 第67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：「阪神・淡路大震災を語り継ぐ－震災の直接体験を
持たない学生たちのチャレンジ」
講演者：舩木伸江氏（神戸大学）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

2月11日（金）
電子顕微鏡で見る
－野鳥のミクロ世界－

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：00
定員：15名
参加費：100円（保険代）

博物館事務室
052-789-5767



2月12日（土） 博物館特別講演会

場所：博物館3階講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「化石化のメカニズムを探る」
講演者：前田晴良氏（京都大学）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月12日（土）、
2月26日（土）、
3月12日（土）、
3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3階講義室
時間：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

2月12日（土）
第40回大幸ライフトピア連携研究
会

場所：医学部保健学科本館2階第1講義室
時間：14：00～16：00
講演題目：「児童相談所の現状報告－愛知県の新生児 里親
委託についての報告」
講演者：萬屋育子氏（愛知県刈谷児童相談センター所長）
対象：学生、研究者、医療従事者、一般
参加費：無料

医学部保健学科ＧＰ事務室
052-719-3158

2月14日（月）
～2月15日（火）

多元数理科学研究科
ワークショップ

場所：理学部Ａ館428セミナー室
時間：13：30～17：00
テーマ：「The elliptic genus of K3 surfaces and the Mathieu
group M24」

講演者：江口　徹氏（京都大学）、菅野浩明（多元数理科学研
究科教授）、金銅誠之（多元数理科学研究科教授）、立川裕二
氏（東京大学数物連携宇宙研究機構）、原田耕一郎氏（オハイ
オ州立大学名誉教授）、樋上和弘氏 (鳴門教育大学)、宮本雅
彦氏 (筑波大学)、山内　博氏(東京女子大学)

多元数理科学研究科
教授　金銅誠之
052-789-2815

2月18日（金）
工学研究科
附属複合材工学研究センター
複合材シンポジウム11

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～18：00
参加費：無料

工学研究科
附属複合材工学研究センター
事務室
052-789-3112

2月19日（土）
ギャラリートークとモンゴル書道教
室

場所：博物館2階展示室、3階講義室
時間：14：00～16：00
講演者：オドントヤー・ビャンバー氏（書道家）
定員：20名（博物館友の会10名、一般10名）

博物館事務室
052-789-5767

2月24日（木）

しんきん環境事業イノベーション
寄附講座
第10回企業経営者向けゼミナー
ル

場所：岡崎信用金庫本店8階
時間：15：00～17：00
講演題目：「リチウムイオン電池の現状」
講演者：佐野　充（環境学研究科教授）
参加費：無料

しんきん環境事業イノベーション
寄附講座
052-747-6550

2月25日（金）
～2月26日（土）、
3月12日（土）

平成23年度
一般選抜個別学力検査

前期日程：2月25日、26日
後期日程：3月12日

学務部入試課
052-789-5765

2月26日（土）
～2月27日（日）

名古屋市博物館共催事業
平成22年度第4回「地球教室」

場所：博物館、蒲郡市生命の海科学館
テーマ：「鉱物をさがそう」
定員：30名
対象：小学3年生から中学3年生とその保護者（中学生は個人
参加可）
参加費：1,000円

博物館事務室
052-789-5767



3月1日（火）
教育学部附属中学・高等学校
卒業式

場所：豊田講堂
時間：10：00～

教育学部附属中学・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

3月3日（木）
～3月5日（土）

グローバルＣＯＥプログラム「宇宙
基礎原理の探究」
第2回国際会議

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：未定

ＧＣＯＥ事務局
052-788-6195

3月4日（金）
国際開発研究科創立20周年
記念講演・記念シンポジウム

場所：経済学部第2講義室
時間：13：00～17：30
講演題目：「名古屋大学と国際開発研究の20年」
講演者：小川英次氏（中京大学顧問）
内容：初代研究科長小川英次氏の記念講演と第3代研究科長
中條直樹氏（本学名誉教授）らによるパネルディスカッション
参加費：無料

国際開発研究科
教授　高橋公明
052-789-4982

3月4日（金）
～3月5日（土）

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」　国際ワークショップ

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：9：30～18：30(3/4)、10：00～18：00(3/5)
テーマ：「伊勢湾流域圏における生態系保全と持続的開発」

ＧＣＯＥ事務局
052-747-6521

3月4日（金）
～3月6日（日）

国際言語文化研究科
国際シンポジウム「日本研究にお
ける内外の視点」

場所：全学教育棟北棟406（3/4)、西尾市岩瀬文庫（3/5、6）
時間：13：30～16：30
講演題目：「フランス国立図書館写本室蔵『酒飯論絵巻』につ
いて－『酒飯論絵巻』総合研究の結果報告および今後の展
望：2010～2011年」
講演者：ヴェロニク・ベランジェ氏(フランス国立図書館研究員)
講演題目：「フランス国立図書館写本室蔵『天主降生出像経
解』とジェローム・ナダル作絵入り福音書について」
講演者：伊藤信博(国際言語文化研究科助教)
講演題目：「キリシタン聖画をめぐるいくつかの問題」
講演者：水戸博之(国際言語文化研究科教授)
講演題目：「王朝物語の絵と歌－『源氏物語』を中心に－」
講演者：高橋　亨(文学研究科教授）
講演題目：「阿仏尼の人生と作品から読み取られる中世女性
の姿」
講演者：クリスティーナ・ラフィン氏(ブリティッシュコロンビア大
学助教授)
参加費：無料

国際言語文化研究科
助教　伊藤信博
052-789-5282

3月12日（土）
大学教育改革フォーラムin東海
2011

場所：IB電子情報館
時間：10：00～17：50
参加費：無料

高等教育研究センター
052-789-5696

3月14日（月）
［博物館友の会会員向け］
ギャラリートーク

場所：博物館2階展示室
時間：13：00～14：00
講演題目：「ボタニカルアート作品展Ⅰ期Ⅱ期に関する解説」
講演者：東海林富子氏（友の会ボタニカルアートサークル講
師）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月18日（金） 動物慰霊祭
場所：環境医学研究所動物慰霊碑前
時間：13：00～13：30

研究所事務部総務課
第2庶務掛
052-789-3886



3月22日（火）
環境学研究科附属地震火山・防
災研究センター
年次報告会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：9：30～17：30（予定）
内容：附属地震火山・防災研究センターの１年間の活動を報
告

環境学研究科附属地震火山・防
災研究センター
助教　寺川寿子
052-789-5389

3月25日（金） 卒業式
場所：豊田講堂
時間：10：00～

学務部学務企画課
052-789-2159

3月26日（土）
ミクロの探検隊
「植物－自分で採取した花などを
電子顕微鏡で見てみよう」

場所：博物館実験室、野外観察園
時間：13：00～16：00
定員：20名
対象：小学5年生から一般
参加費：50円

博物館事務室
052-789-5767


