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平成２３年度 第１０回教育記者会懇談会 

 

１ ウズベキスタンにおける国際会議の出席について（資料１） 

 

２ 若手研究者育成・テニュアトラックプログラム（YLC-t）及び若手育成プログ

ラム（YLC）の採択結果について（資料２） 

 

３ 男女共同参画推進重点事項、メンターアワード 2012 優秀賞の受賞について 

（資料３） 

 

 ４ 第 1 回グローバル 30 国際プログラム紹介のための交流イベントについて 

（資料４） 

 

５ 寄附講座の設置について（資料５） 

 

６ 留学シンポジウムの開催について（資料６） 

 

７ 教養教育推進室ライティング支援部門の取り組みについて（資料７） 

 

８ 今後の本学の行事予定（資料８） 

 

９ その他 

    次回開催日について 



資料１ 
 

ウズベキスタンにおける国際会議出席について 
 

 
日 時：平成 24 年 2 月 16 日（木）～17 日（金） 
 
場 所：タシケント（ウズベキスタン） 
 
テーマ：Upbringing of Educated and Intellectually Advanced Generation 

as the Most Important Condition of Sustainable Development and 
Modernization of the Country 
（国家の発展及び近代化のために重要な要素である教育・知的レ

ベルの高い人材の育成について（仮訳）） 
 
サブテーマ： 

1. School Education is the Basis for Upbringing Intellectually 
Advanced Generation. 

2. Vocational Education and the Establishment of a Modern Labor 
Market.  

3. Priorities of Development of Higher Education and its Role in 
Modernization of the Country. 

4. Modern Information – Communicative Technologies in the 
Educational Process.  

5. Education and Science – Continuous Relations.  
6. Education and Development of Culture. School Education is the 

Basis for Upbringing Intellectually Advanced Generation. 
 
参加者：アジア・欧州・北米・アフリカ等 40 以上の国・機関から 300 名

以上が出席。 
日本からは、名古屋大学、筑波大学、東京外国語大学、東京農工

大学、大阪大学、法政大学、ＪＩＣＡが出席。 
名古屋大学は、総長代理として佐分晴夫理事・副総長が出席。 

 
概 要：ウズベキスタンの教育について紹介するとともに、継続的な発展

のために必要な人材育成について、各国・各機関における取り組

みの紹介及び意見交換が行われた。会議は、イスラーム・カリモ

フ大統領による開会挨拶、黒田東彦アジア開発銀行総裁の挨拶に

続き、全体会合及び 6 つのサブテーマによる分科会が開催された。 
 
プログラム：別添のとおり 
 
 



 

会議プログラム 
 

February 16, 2012 – Thursday 
 

Visit by of the Conference participants to the general education schools, 
academic lyceums, professional colleges and leading higher educational 
institutions of the  Republic of Uzbekistan 

 
 

February 17, 2012 – Friday 
Place of hosting the International Conference – Tashkent, Palace of Symposiums 

10.00 – 10.15 Welcoming speech by Islam Abduganiyevich Karimov, 
President of the Republic of Uzbekistan 

10.15 – 10.30 Address by Kharuhiko Kuroda, President of the Asian 
Development Bank 

10.30 – 10.40 Break 
 Plenary Session 

10.40 – 10.50 Demonstration of the video film on the achieved results in 
the course of implementation of the National program on 
Personnel Training  

10.50 – 11.10 Speech by A. N. Aripov, Vice Prime Minister of the 
Republic of Uzbekistan: «Reforming and developing of the 
education system in Uzbekistan». 

11.10 – 12.40 Discussion of Papers 

 Noylin Heiler, Vice UN Secretary-General 
Geoffrey Petts, Chancellor of Westminster International 
University (UK) 
V. A. Sadovnichiy, Rector of Moscow State University 
named after M. V. Lomonosov (Russia) 
Ahmed Mohammed Ali, President of Islamic 
Development Bank 
Nancy Hellerud, Associate Provost of Webster University, 
Director of Business and Technology School under Webster 
University (USA) 
Eric Kuan, President of Singapore Institute of 
Management Development (Singapore) 
Toshio Masuda, President of Hosei University (Japan) 
Theodore Ahlers, Director of Regional Strategy and 
Operations, Europe and Asia, World Bank 
Sihn Hang Gyun, President of Seoul National University 
(Republic of Korea) 

12.40 – 14.00 Lunch for the Conference the participants  
 



14.00 – 16.50  Section Sessions 

 

- Session №1. 
 School Education is the Basis for Upbringing Intellectually 

Advanced Generation 
- Session №2. 
 Vocational Education and the Establishment of a Modern 

Labor Market. 
- Session №3. 
 Priorities of Development of Higher Education and its Role 

in Modernization of the Country. 
- Session №4. 
 Modern Information – Communicative Technologies in the 

Educational Process. 
- Session №5. 
 Education and Science – Continuous Relations. 
- Session №6. 
 Education and Development of Culture. 

 
Plenary Session (continued) 

17.00 – 18.00 Reports by Chairpersons of sections on the results of the 
work at Section Sessions 

18.00-18.30 Adoption of the final document and official closing 
ceremony of the Conference 

18.30 – 19.00 Briefing for representatives of mass media accredited in 
Uzbekistan 

 
19.15 – 21.15 Reception of participants of the conference on behalf of the 

Government of the Republic of Uzbekistan 
 



資料２
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資料３



「メンター・アワード 2012」優秀賞受賞について 

 

 2012 年 2 月 15 日にワーキングウーマン・パワーアップ会議* は、「メンター・アワード

2012」の制度表彰として、教員メンタープログラムを運営する名古屋大学を優秀賞に決定

しました。 

 授賞理由は、「メンター・メンティのためのガイドを作成し、メンターとメンティによる

主体的な取組みを効果的に支援。プログラムの意義が着実に浸透し、プログラム利用者は

年々増加。」などです。表彰式は 2012 年 2 月 24 日に女性就業支援センター（東京都港区）

において開催されました。 

 

名古屋大学のメンタープログラムの概要 

 名古屋大学では、新任教員がキャリアを築く上で相談することができる教員メンタープ

ログラムを 2005 年より実施しています。 

 赴任間もない新任教員にとって、大学における活動に不安はつきものです。教員メンタ

ープログラムは、大学において一定の職務経験をもつ教員と交流することで、新任教員が

大学教員として成長していくことを支援する取り組みです。このプログラムでは、新任教

員をメンティ教員、そのメンティ教員を支援する教員をメンター教員と呼びます。事務局

を担当している組織は、高等教育研究センターと男女共同参画室です。 

 基本的には自由参加のプログラムですが、プログラムの意義が着実に浸透し、利用者は

年々増加しています。2011 年度は 28 名の新任教員がプログラムに申し込み、メンターが紹

介されました。アンケートによると、メンティ教員にとって、悩みを解決できた、教育や

研究を進める上でアドバイスをもらえた、学内のネットワークができたなど、さまざまな

面での効果が見られています。さらに、メンター教員にとっても、若手から刺激を得られ

た、自身の過去を振りかえり前向きな気持ちになれたなどのコメントが寄せられています。 

 

教員メンタープログラムのサイト  

 http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/service/fd/mentoring/ 

 http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/mentoring/ 

 

* ワーキングウーマン・パワーアップ会議 

 ワーキングウーマン・パワーアップ会議（http://www.powerup-w.jp/）は、2008 年 9 月に設

立された働く女性のパワーアップを応援する組織であり、経済界、労働界、学識経験者で

構成する推進委員会と日本生産性本部による事務局によって運営されています。「メンタ

ー・アワード」は 2009 年から実施されており、本年で 4 年目です。「メンター・アワード

2012」は、名古屋大学のほか、第一生命保険と髙島屋が受賞しています。 

 

本件に関する問い合わせ先： 

名古屋大学高等教育研究センター 担当：中井 

電話 052-789-5385  メール info@cshe.nagoya-u.ac.jp 

 



 
第４回「メンター・アワード２０１２」 受賞者 

 
 

“組織のイキイキ活躍度をアップする”メンター制度表彰 【優秀賞】 

●第一生命保険株式会社（東京都） 

全国の女性職員をカバーした「メンターネットワーク」を構築 

 

●株式会社髙島屋（大阪府） 

入社４年目の主任と 10 年目前後の課長を組合わせた制度を実施 

 

●国立大学法人名古屋大学（愛知県） 

メンター・メンティ向けのガイド作成により、自己応募者が増加 

 

“私とメンター”作文/エッセイによるメンター個人表彰 【入選】  

（メンティからの応募に基づき選考） 

●細野 靖幸 （(株）村田製作所 デバイス事業本部 センサ事業部 事業企画部部長) 

ボランティア・メンターで女性の活躍を支援 

（敬称略） 

 

※主な取り組み内容は裏面をご参照下さい。 

 

 

以 上 

 

 



 

第４回「メンター・アワード２０１２」 受賞者の主な取り組み内容 

 

○“組織のイキイキ活躍度をアップする”メンター制度表彰  

組織名 取り組みの主なポイント 組織概要 

＜優秀賞＞ 

第一生命保険（株） 

（東京都千代田区） 

 

 

 

 

 

 

全国の女性職員をカバーした「メンターネットワーク」を構築 

○管理職候補の女性職員がダイバーシティ推進者となり、女性職

員の意識改革・行動改革の牽引役として、次のステップに向け

たアドバイスを実施。さらに、そのダイバーシティ推進者にも、

上位メンターとして所属を越えた｢ブロックリーダー」を配置し

て、全女性職員をカバーする｢メンターネットワーク｣を構築。 

○その結果、女性管理職は継続的に増え、2007年部長３名(0.8%)、

課長級129名(5.3％)から、2011年部長７名(1.3%)、課長級167

名(6.8％)と増加。係長クラスに占める女性の割合も上昇。 

○また､上位職位に前向きな女性職員の割合が増加（2008年28.7％

から2011年42.8％へ）。 等 

業種：生命保険業 

 

従業員:56,908 名 

（男性:5,481 名、 

女性:51,427 名） 

 

ﾒﾝﾀｰ制度開始年月 

：2009 年 4 月 

＜優秀賞＞ 

(株)髙島屋 

（大阪府大阪市） 

 

 

 

 

 

入社４年目の主任と 10 年目前後の課長を組合わせた制度を実施 

○入社から専門能力の発揮段階までの10年間を若手人材の育成期

間と設定・明確化し、主任進級の翌年(入社４年目)の社員をメ

ンティ、入社 10年目前後の課長をメンターとするメンタリング

制度を実施。 

○円滑な制度運用に向けて、制度や期待役割に対する理解を深め

るための事前ガイダンスの実施や、メンタリングスキルを向上

させるための研修を実施。 

○職制以外に社内ネットワークが広がるほか、女性管理職の一定

割合の輩出にも繋がっている(2011 年 22.8％)。 等 

業種：百貨店業 

 

従業員：5,432 名 

（男性:2,770 名、 

女性:2,662 名） 

 

ﾒﾝﾀｰ制度開始年月 

：2009 年 10 月 

＜優秀賞＞ 

国立大学法人 

名古屋大学 

(愛知県名古屋市) 

 

 

メンター・メンティ向けのガイド作成により、自己応募者が増加 

○入職後３年目までの教員に対して、中堅教員がメンターとなる

「教員メンタープログラム」を 2005年から導入。メンター・メ

ンティのためのガイドを作成し、メンターとメンティによる主

体的な取組みを効果的に支援。 

○自己応募型(一部は指名型)であるが、プログラムの意義が着実

に浸透し、プログラム利用者は年々増加。 

○管理職（教授・事務職員課長級など）に占める女性の割合が 2009

年 6.7％、2010年 6.8％、2011 年 7.3％と増加。また､教員に占

める女性の数も、2009年194名(11.3％)、2010年197名(11.7％)、

2011 年 201 名(11.7％)と増加。 等 

業種：大学 
 

教職員:4,287名 

（男性:2,646 名、 

女性:1,641 名） 

学生：16,597 名 

（男性：11,471 名、 

女性：5,126 名） 

 

ﾒﾝﾀｰ制度開始年月 

：2005 年 4 月 

 
○“私とメンター”作文／エッセイによるメンター個人表彰(メンティからの応募に基づき選考)  

メンター名 取り組みの主なポイント 

＜入選＞ 

細野 靖幸 
 
（(株）村田製作所   
デバイス事業本部 
センサ事業部 
事業企画部部長) 

ボランティア・メンターで女性の活躍を支援 

○10年以上前から働く女性のキャリア相談に積極的にのり、複数の女性社員(社外も

含む)のメンターをボランティアで実施。 

○前向きに話を聞き、大きな視点から的確なアドバイスを返すメンタースタイルで、

メンティからの評判は非常に高い。メンタリングの最後に必ず「宿題」を出し、今

後の指針を示す。 

 



メンター活動の流れ

1

2

3

4

5

本プログラムを活用したいと考えている方は、電子メールの本文
に下記の5項目を記して、申込先までお送りください。また、同性
のメンター教員をご希望の場合は、その旨もお書きください。

申込方法

メンティ教員の声

1.

2.

3.

4.

5.

氏名

所属

メールアドレス

メンター活動への期待や希望

時間の取りやすい曜日や時間帯

女性教員メンタープログラム事務局（男女共同参画室）
kyodo-sankaku1@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

本プログラムを活用したメンティ教員から以下のような感想を
いただいています。

申込先

任期付きという身分で、今後のキャリア形成に迷い悩ん

でいるとき、メンター教員の助言は大きな支えとなりま

した。信頼できるメンター教員との出会いによって、

自分の可能性を心置きなく追求することができました。

名大サロンや異分野の教員が集まる研究会などに連れて

行ってもらい、メンター教員が5倍10倍に増えたような

感じでした。知り合ったベテラン教員が同年代の教員を

紹介してくださるので、あっという間に学内に知り合い

が増えました。

それまで授業を担当した経験がなかったため、メンター

教員の授業を見学させてもらいました。資料の作り方、

映像の挟み方など、いろいろ刺激をうけました。

赴任間もない新任教員にとって、大学における活動に不安はつ
きものです。教員メンタープログラムは、大学において一定の職
務経験をもつ教員と交流することで、新任教員が大学教員として
成長していくことを支援するプログラムです。このプログラムで
は、新任教員をメンティ教員、そのメンティ教員を支援する教員
をメンター教員と呼びます。メンタープログラムは大学以外の組
織でも広く導入されており、その効果は確認されています。
名古屋大学では、男女共同参画室と高等教育研究センターが
協力して、女性教員メンタープログラムを実施しています。特に
名古屋大学方式女性研究者採用加速・育成プログラム事業で採
用された教員は、採用当初から2名以上のメンターが配置され
ます。

女性教員メンタープログラムとは

メンタープログラムは、メンティ教員にとって以下のような効
果が期待されます。

メンタープログラムは、メンター教員にとっても意義がありま
す。新任教員との交流によって新しいアイディアや活力が得ら
れたり、自らの教育研究を振り返り今後のキャリアを考えるきっ
かけになります。

メンタープログラムのねらい

女性教員メンタープログラム あなたのメンターを紹介します

名古屋大学に着任して3年未満の教員であれば、申し込み
は随時可能です。申し込みの際に、日程上の都合、メンター
活動への期待や希望などを記します。 

申し込み

メンティ教員の希望やプロフィールをもとに適切なメンター
教員を決定します。メンター教員より初回のミーティング
に関する連絡が届きます。

メンター活動の目的、ミーティングの場所と頻度などの活動
の計画を相互で確認します。

ミーティングのみでなく、キャンパスツアー、授業見学など
の活動も相互の合意の上で進められます。またプログラム
事務局にはいつでも相談することができます。

メンター活動の成果をプログラム事務局に報告します。内容
はプログラムの改善に利用されます。

マッチング

初回のミーティング

定期的な活動

フィードバック

メンティ教員 メンター教員

相談・助言など

名古屋大学に着任して3年未満の教員
メンター教員との交流を通して、

大学教員として成長することが期待されます。

名古屋大学に5年以上勤務している教員
メンター活動をリードし、メンティ教員に対して理解者や

支援者としての役割を担うことが期待されます。

mentee mentor

いままでとちがう分野にとびこむことになったので、

心強かったです。研究のことだけでなく、ちょっとした

文化の違いについても相談することができました。

◎職務や生活に関して気軽に相談できる相手を得る

◎大学について理解を深める

◎教育研究など職務上必要な知識やスキルを獲得する

◎結婚、出産、育児、介護などのライフイベントと仕事の
　両立を相談できる

◎キャリアの展望を考えるきっかけになる 

◎メンター教員を介してさまざまなネットワークを作る



Ｑ&Ａ

本プログラムでは、次世代の育成に意欲のあるメンター教員が
紹介されます。メンター教員は、ガイドラインにそって活動を行う
ので、個人の価値観を押し付けたり、活動で知りえた個人情報を
口外するなどの心配はありません。万一、相性が合わない場合は、
理由を告げずにいつでも終了することができ、望めば別のメンター
教員が紹介されます。

どんな人がメンター教員になるのでしょうか？

どのように授業するのか、どのように研究資金を獲得するのか、
どのように大学教員としてキャリアを築いていくのか、どのよう
に仕事と生活のバランスをとるのかなどが話されます。メンティ
教員は、遠慮せずにメンター教員に悩みや質問を投げかけてみま
しょう。

どのようなことを相談できますか？

初回のミーティングの相談により決定しますが、月に１回程度
行われる場合が多いです。

活動の頻度はどの程度でしょうか？

所属先の先輩教員は、メンティ教員の専門分野の内容やキャリア
形成について詳しい貴重な同僚です。また個人的に学内に相談
できる教員を増やしていくことは、新任教員にとって重要です。
本プログラムは、そのような自然にできるつながりを代替するも
のではなく、補完するものです。

相談相手は本プログラムのメンター教員のみでしょうか？

申し込み時に、希望すれば同性のメンター教員が紹介されます。
結婚、子育て、介護などと仕事の両立について相談するため、同性
のメンター教員を希望する教員もいます。

異性が少し苦手なので配慮してもらえますか？ 名古屋大学 男女共同参画室
Office for Promotion of Gender Equality, Nagoya University

〒464–8601 名古屋市千種区不老町

電話・ファックス: 052-789-5987 
http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/
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1. 教員メンタープログラムを理解する
· メンティ教員と信頼できる関係性を築くことが第⼀に重要である 
· ⾃⾝の経験、知恵、ネットワークをもとに、メンティ教員を⽀援する 
· メンティ教員が抱える課題のすべてをメンター教員が解決できるものではない 
· 活動の進め⽅について困ったときには、プログラム事務局に相談することができる 
· メンティ教員とメンター教員の双⽅とも、理由を告げずにいつでもプログラムを終了す

ることができる 
· メンター活動のノウハウやプログラムの改善点をプログラム事務局に報告する 

 
2. メンター教員の多様な役割を理解する 
· メンティ教員にとって気軽に相談できる相⼿になる 
· ⼤学教員という職業の意義と役割を考えるきっかけを与える 
· 職務を進めるにあたって必要な知識やスキルを紹介する 
· 結婚・出産・育児・介護などのライフイベントと仕事の両⽴についてアドバイスする
· メンティ教員のキャリア形成を考えるきっかけになる 
· メンティ教員のロールモデルになる 
· ⾃分のネットワークを利⽤して、メンティ教員のネットワークを広げる 

 
 ３．初回のミーティングをつくる 

· メンター教員がメンティ教員に初回のミーティングについて連絡する 
· 学内のカフェなど緊張せずに話せる場所を選ぶ 
· ⾃⼰紹介をし、どのような⽀援ができるかを伝える 
· メンター活動の⽬的と進め⽅について、メンティ教員の要望を聞きながら相互で確認し

て決める 
 活動の⽬的、期間（例：⼀年）、ミーティングの場所と頻度（例：２ヶ⽉に１回

1 時間程度）、活動の過程で得られた個⼈情報の取り扱い、活動の報告の⽅法
· 次回のミーティングの⽇程を決め、１時間程度で終了する 

実践の⼿法  

教員メンタープログラムは、⼤学において⼀定の職務経験をもつ教員と交流することで、
新任教員が⼤学教員として成⻑していくことを⽀援するものです。このプログラムでは、
新任教員をメンティ教員、そのメンティ教員を⽀援する教員をメンター教員と呼びます。
メンタープログラムは⼤学以外の組織でも広く導⼊されており、その効果は確認されてい
ます。現在、ファカルティ・ディベロップメントが⼤学に求められていますが、教員メン
タープログラムはその⼀つの形態と考えることもできます。 

教員メンタープログラムは、メンティ教員だけでなくメンター教員にとっても意義があ
ります。新任教員との交流によって新しいアイディアや活⼒が得られ、⾃らの教育研究を
振り返り今後のキャリアを考えるきっかけになるでしょう。 

背景と論点 

名古屋⼤学⾼等教育研究センター 

F a c u l t y  G u i d e メンター教員のためのガイド
The Mentor's Guide



 

 

 4. ⾯談のスキルを⾼める
· まずはメンティ教員の話をしっかりと聞くことを重視する 
· 現在のメンティ教員の置かれた⽴場を理解する 
· 「メンティ教員の課題は何か」、「現在の状況はどうなのか」、「今後どのようなステップ

が必要か」、「そのために活⽤できる資源は何か」という⼀連の流れを意識する 
· メンティ教員の弱い部分に着⽬するのではなく、強い部分に着⽬する 
· メンティ教員が答えに困っているときには、無理して答えさせない 
· 「⾃分が解決してあげなければ」や「教えてあげなければ」といった気負いを持ちすぎ

ない 
· ⾃分がわからない質問に対しては正直にわからないことを伝える 
· ⾃分に⼿に負えない深刻な内容を相談されたら、事務局と相談するなどして慎重に取り

扱う 
· メンターとしてのスキルを⾼める研修機会に参加する 
· 若⼿教員に参考になりそうな書籍に⽬を通しておく 

 『⼤学教員準備講座』、『⼤学教授という仕事』、『科学者という仕事』、『成⻑す
るティップス先⽣』、『アット・ザ・ヘルム』、『理系の⼥の⽣き⽅ガイド』など

 
5. 学内の情報を把握しておく 
· 学⽣の特徴、⼤学の教育システム、研究⽀援、福利厚⽣など⼤学についての質問に答え

られるようにしておく 
· 教員の活動を⽀援する学内のさまざまな組織や⼈を把握しておく 
· さまざまなキャリアの教員、さまざまなライフイベントを経験した教員を把握しておく
· 参加できる⼤学教員⽤の研修機会について把握しておく 

 
 ６．さまざまな活動を試みる 

· キャンパスツアーを実施する 
· ⼀緒にＦＤ活動に参加する 
· ⾃分の授業を⾒学する機会を与える 
· メンティ教員の授業を⾒学する 
· メンティ教員のシラバスにアドバイスする 
· メンティ教員の研究計画書にアドバイスする 
· 書籍の出版、学会誌の査読、研究費助成の審査などの経験を伝える 
· メンティ教員が他の教職員と会う機会をつくる 

 
 ７．メンティ教員を⼀⼈の⼤学教員として尊重する 

· 多様な考え⽅や⽣き⽅を理解し尊重する 
· ⾃分の考えや経験を押しつけない 
· 最初に決めた⽬標に固執せず柔軟に対応する 
· 活動で知りえた個⼈情報を⼝外しない 
· 守れない約束をしない 
· メンティ教員から学ぶ態度を持つ 
 

参考⽂献：渡辺かよ⼦（2009）『メンタリング・プログラム－地域・企業・学校の連携による次世代育成』川島書店 

 

作成者：中井俊樹（名古屋⼤学⾼等教育研究センター） 
作成⽇：2010 年 10 ⽉ 1 ⽇ 



 

１．教員メンタープログラムを理解する 
· このプログラムは、メンティ教員が⼤学教員として発達することを⽀援するものである
· 活動の内容・⽅法はメンター教員とのミーティングを通じて決定される 
· メンター教員は指導する⽴場ではなく、対話や助⾔を通してメンティ教員をキャリア

的、⼼理・社会的に⽀援するものである 
· 話しにくいことは無理に話さなくてもよい 
· 活動の中で知り得たメンター教員の個⼈情報を⼝外してはいけない 
· メンター教員との関係に困ったときは、プログラム事務局に相談できる 

 
２．⾃分⾃⾝に問いかける 
· 今の⾃分が達成すべき課題は何か 
· 今の⾃分にとって必要な情報とは何か 
· 必要な情報の⼊⼿⽅法を知っているか 
· 将来的な⾃⼰イメージを持っているか 
· メンター教員からどのような点について⽀援を受けたいのか 
· メンター教員に⾃分の思いを伝えようと思っているか 
· メンター教員からのフィードバックに⽿を傾けられるか 
 

３．初回のミーティングに臨む 
· メンター活動の内容について⾃分から提案する 
【例】「○○について相談したいのですが」「○○について⽀援が受けられますか」 
· 学内の組織や教員の職務などについての疑問を積極的に質問する 
· 悩みや課題について、メンター教員を信頼して話す 
· 任期の有無や現在の⽴場など、⾃分の置かれている実情をありのままに伝える 
· ⾃分の必要性を考えながら、次回以降のミーティングの予定を⽴てる 
· 活動の⽬標地点を設定する 

実践の⼿法  

教員メンタープログラムは、⼤学において⼀定の職務経験をもつ教員と交流することで、
新任教員が⼤学教員として成⻑していくことを⽀援するものです。このプログラムでは、
新任教員をメンティ教員、そのメンティ教員を⽀援する教員をメンター教員と呼びます。
メンター教員による⽀援の内容や⽅法は、メンティ教員との⼯夫次第で決まっていきます。
メンティ教員の積極的な姿勢がメンター活動を有意義なものにします。新任教員には、職
務の内容だけでなく、今後のキャリア形成や仕事と結婚・出産・育児・介護といったライ
フイベントとの両⽴など、不安なことがたくさんあるものです。プログラムの活⽤を機会
として、⾃分の教育研究を振り返りつつ、将来像を描いていきましょう。 

また、教員メンタープログラムは、学内でのネットワークづくりの第⼀歩となります。
これを⼿がかりにして様々な教職員と交流を深めていくことができれば、今後の教員⽣活
はより有意義なものとなるでしょう。 

背景と論点 

名古屋⼤学⾼等教育研究センター 

F a c u l t y  G u i d e メンティ教員のためのガイド
The Mentee's Guide



 

 

 
４．メンター教員からのアドバイスを聞く
· ⾃分が知りたいことについて率直に尋ねる 
【例】「⼤学教員として重要だったのはどのような経験ですか」 
   「新任教員のとき困ったのはどのようなことですか」 
   「仕事と⼦育ての両⽴はどのようにしましたか」 
· ⼤学教員としての⽣活のために必要な情報を得る 
【例】「研究費助成に採択されるには何が必要ですか」 
   「○○について、他にどんな本を読んだらいいですか」 
   「○○について他に詳しい⽅はどなたですか」 
· 授業について尋ねる 
【例】「どのような資料を使っていますか」 
   「課題はどのように出していますか」 
   「授業ではどんなことを⼼がけていますか」 
· 学会誌の審査、研究費助成の審査、書籍の出版などの経験を聞く 
· アドバイスを受けて活動した結果について、メンター教員にフィードバックを伝える
 

５．教職員間のネットワークをつくる 
· 他のメンティ教員とそれぞれの悩みや解決⽅法を共有する 
· 同じ学部学科の教員に学⽣の様⼦を聞く 
· 研究費の処理⽅法について職員に尋ねる 
· 他学部学科の教員と話し、分野ごとの研究⽅法や授業の仕⽅の違いを知る 
· 図書館職員に学⽣の利⽤状況について尋ねる 
· ⼤学教員⽣活の中での印象的な出来事についてベテラン教員に聞く 
· 他⼤学の教職員と⼤学や学⽣の違いについて話す 

 
 ６．⾃⽴した教員として歩む 

· ⽬的に応じたメンター教員を学内外につくる 
· 今後の教育・研究⽣活の計画を⽴てる 
· ⼦育てや介護といったライフイベントの将来的な⾒通しを⽴てる 
· 教員メンタープログラム発展のための提案をする 
· メンター教員の考え⽅を理解する 
· メンター教員との間に同僚としての新たな関係を築く 
· ⾃分がメンター教員になる 

⼤学教員としての参考⽂献：夏⽬達也・近⽥政博・中井俊樹・齋藤芳⼦（2010）『⼤学教員準備講座』⽟川⼤学出版部 
 

作成者：伊藤奈賀⼦（名古屋⼤学⾼等教育研究センター） 
作成⽇：2010 年 10 ⽉ 1 ⽇ 
ＵＲＬ：http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/facultyguide/ 



資料４ 
 
 
 

 

第１回グローバル３０国際プログラム紹介のための交流イベント 
 
 

日時：平成２４年２月１６日(木) １３：３０～１５：３０ 
 
場所：名古屋大学 東山キャンパス ＥＳ総合館１階 ＥＳ会議室 

 
司会 キャリアデベロップメントオフィス 

コーディネーター 今井 千晴 
 
 

１． 開会挨拶  
名古屋大学副総長 渡辺 芳人  
 

13:30 ～ 13:35  

 

 
２． Ｇ３０国際プログラムおよびキャリア支援について 

キャリアデベロップメントオフィス（CDO） 今井 千晴 
13:35 ～ 14:05  

 
  

Ｇ３０学生によるプレゼンテーション  
理学部  １年 山口 彩夏 
経済学部 １年 KURODA Mark 

  

 

 

３． 企業様による会社紹介（五十音順、日本語または英語） 
（各企業様による２分間簡単な企業紹介） 
 

(1) 花王株式会社 様 

(2) 川崎重工業株式会社 様 

(3) コクヨ株式会社 様 

(4) スズキ株式会社 様 

(5) タカタ株式会社 様 

(6) 東レ株式会社 様 

(7) トヨタ自動車株式会社 様 

(8) 日本電気株式会社 様 

(9) パナソニック株式会社 様 

(10) 株式会社ポッカコーポレーション 様 

(11) 楽天株式会社 様 

14:05 ～ 14:35  

 

 
４． 

 
企業様とＧ３０学生によるスモールディスカッション形式の意見交換 
 
① 企業様、学生がそれぞれ３つのグループに分かれます。 
② １グループにつき１５分間、自由に意見交換して頂きます。 
③ １５分後、学生のグループが次の企業様のグループへと移動します。 
このローテーションを２度行い、各企業様に学生全員とお話し頂きます。 

 
14:35 ～ 15:25 

 

 

 

 

 

 

５． 
 

閉会挨拶 
名古屋大学国際企画室 特任教授 YOSHIDA Go 

15:25 ～ 15:30  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ３０学生代表によるプレゼンテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スモールディスカッションの様子 

 



資料５ 

 
                        寄附講座等設置概要 
 
 
大 学 等 名          
(学部・学科等名)          

 
名 古 屋 大学       
（医学系研究科）       

 
寄附講座等の 
名    称 

 
地域総合ヘルスケアシステム開発
寄附講座 

 
設 置 期 間          

 
平成２４年３月１日～平成２９年 ２月２８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 
講師 

 

まつば やすまさ 

松葉 泰昌 

 
平成24年 3月 1日～平成29年 2月28日 
（中津川市民病院、医師） 

 
H24.3.1採用予定 

 
寄附講座 
助教 

 
たかはし はるみつ 
高橋 春光 

 
平成24年 3月 1日～平成29年 2月28日 
（中津川市地域総合医療センター、副センター長） 

 
H24.3.1採用予定 

 
寄附講座 
助教 

 

 
未定 

 
 

 
H23.4以降採用予定 

 
寄 附 者 
 
 

 
寄附者名 
(所在地) 
 

 
中津川市長 大山耕二 
（岐阜県中津川市かやの木町２番１号） 
 

 
 
寄 附 金 
 

 
 
寄附金額 
 
 
 

 
 
総額 156,000,000円 
 

 
寄附の時期 
 
及 び 期 間      
 

 
平成24年2月から毎年度 
  平成24年2月  2,600,000円 
平成24年3月 31,200,000円 
平成25年3月 31,200,000円 
平成26年3月 31,200,000円 
平成27年3月 31,200,000円 
平成28年3月 28,600,000円 
  

 
寄附金の 
支払方法 

 
現金で分割して納入 
 

 
教育研究 
 
の 概 要 
 
 
 
 

 
『地域総合医療センター』を中津川市におけるヘッドクウオータとして、大学の講
座、行政、病院（中津川市民病院、坂下病院）、地域医師会と連携して、地域包括
ケアの充実と多職種連携の医療人育成を確立する為の下記の活動を行い、もって地
域医療崩壊への対応の一つのモデルとして国内・外へ発信することを目的として 
【診療支援】 
1.国保診療所（川上診療所、阿木診療所）の診療支援 
2.中津川市民病院・坂下病院における総合診療支援 

【教育支援】 
3.多職種（保健師、看護師、OT、PT、他）のための医療人教育 
4.中津川市民病院における研修医教育 

【研究】 
5.地域保健、医療、福祉・介護のニーズ調査 

・この課題解決のため、市の寄附により大学が寄附講座を開設する。 
  

 
備   考 
 
 
 
 

 
平成２４年 ２月 １日   医学系研究科教授会承認 
平成２４年 ２月１０日  設置決定（総長承認） 
 
 

 



                        寄附講座等設置概要 
 
 
大 学 等 名          
(学部・学科等名)          

 
名古屋大学       
（医学系研究科）       

寄附講座等の 
名    称 

移植免疫学寄附講座 

 
設 置 期 間          

 
平成２４年 ４月 １日～平成２７年 ３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 

 

こばやし たかあき 

小林 孝彰 
平成24年 4月 1日～平成27年 3月31日 
（免疫機能制御学寄附講座、寄附講座教授） 

 
H24.4.1採用予定 

 
寄附講座 
講師 

はねだ まさたか 
羽根田 正隆 

平成24年 4月 1日～平成27年 3月31日 
（免疫機能制御学寄附講座、寄附講座講師） 

 
H24.4.1採用予定 

 
寄附講座 
講師 

 

いわさき けんた 
岩﨑  研太 

平成24年 4月 1日～平成27年 3月31日 
（免疫機能制御学寄附講座、寄附講座助教） 

 
H24.4.1採用予定 

 
寄 附 者 
 
 

 
寄附者名 
(所在地) 
 

 
ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 三谷宏幸 
（東京都港区西麻布4-17-30） 
 
中外製薬株式会社 代表取締役社長 永山治 
（東京都中央区日本橋宝町2-1-1） 
 
旭化成ファーマ株式会社 執行役員 医薬営業本部長 島津正康 
（東京都千代田区神田神保町一丁目105番地） 

 
 
寄 附 金 
 

 
 
寄附金額 
 
 
 
 

 
総額 123,000,000円 
 

寄附の時期 
及 び 期 間      
 

平成24年3月から毎年度 
  平成24年3月 41,000,000円 
平成25年3月 41,000,000円 
平成26年3月 41,000,000円 

 
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ(株) 
総額 105,000,000円 

平成24年3月 35,000,000円 
平成25年3月 35,000,000円 
平成26年3月 35,000,000円  

 
中外製薬(株) 
総額  15,000,000円 

平成24年3月  5,000,000円 
平成25年3月  5,000,000円 
平成26年3月  5,000,000円 

 
旭化成ﾌｧｰﾏ(株) 
総額   3,000,000円 

平成24年3月  1,000,000円 
平成25年3月  1,000,000円 
平成26年3月  1,000,000円 

 
寄附金の 
支払方法 

 
現金で分割して納入 
 

 
教育研究 
 
の 概 要 
 
 
 
 

 
本寄附講座では、今までの研究成果を基盤として、プロジェクトの効果的かつ機動的な推進

を図る。さらに、臨床応用の可能性の評価し、積極的に臨床研究（前向き、介入試験）を実施
する。 
移植数においては、海外と大きな差があるため、わが国では複数の施設による多施設共同研究
が必須となる。さらに、移植数の増加に伴い、各施設でのフォローアップ患者数の急増が見込
まれるが、データーを有効に管理している施設は少ない。データーベースの開発と管理に関す
る情報提供を行い、多施設共同研究を容易に行えるシステムを構築する。 
日本の移植医療全体にかかわる諸問題を解決するためにも、全国レベルでの研究の展開、協

力関係の構築が必要である。分野を超えた、免疫学、薬学、生化学、病理学などの基礎医学、
農学、工学など他学部を含め、基礎から臨床までそれぞれの最先端技術、知識を有効利用し、
融合発展させる。このような情報交換を容易にするための研究会の立ち上げを企画する。 
世界では、臓器提供不足問題を解決するための異種移植を開始する気運が高まっており、国

際異種移植学会のcouncil memberとして、WHO主催の会議に参加し、様々な問題点を話し合った
。海外、国内において、学会執行部活動を継続して、移植医療の発展に貢献したい。とくに、
国内では、全国での移植システムの改善に取り組む。移植学会、組織適合性学会共同作業部会
（ワーキング）にて、臓器移植に関わる組織適合性検査ガイドラインを作成し、標準化されて
いない現状の検査システムを改良する。移植医に対する既存抗体陽性移植、抗体モニタリング
に関するガイドラインの作成にも着手し、医療レベルのさらなる向上に貢献する。臓器移植ネ
ットワーク内で効率的な検査体制を確立することで、将来の提供数増加に対応可能となり、日
本国民が世界レベルの移植医療サービスを享受できるようになる。 
 このように本寄附講座では、基本的に前講座の方針を踏襲し、「移植医療の現場を支える基
盤の整備（強化）と 基礎から臨床まで包括的支援体制の確立（充実）」を目的として、「臨
床研究の推進と先進的医療技術の導入」を推進する。 

 
備   考 
 

 
平成２４年 ２月 １日   医学系研究科教授会承認 
平成２４年 ２月１０日  設置決定（総長承認） 
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名古屋大学 留学シンポジウム
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2012 年3月15日  (木)
  9:30-12:30（受付開始 9:00）
  文系総合館 7階　カンファレンスホール

主催：名古屋大学留学生センター海外留学室
後援：米国大学院学生会（http://gakuiryugaku.net/）
※資料準備のため、参加希望者はメールまたは電話にてご連絡下さい
連絡先：TEL  052-789-2196 
                 Email   abroad@ecis.nagoya-u.ac.jp ( 海外留学室 )
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【挨拶】
　濵口 道成　（名古屋大学　総長）　

【第一部】個別発表「留学とその後、そしてこれから」
　坂本 　啓　（東京工業大学　機械宇宙システム専攻　助教）
　若山 幹晴　（工学研究科　2年　カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ交換留学）
　新村 友美　（経済学部　4年　ノースカロライナ州立大学へ交換留学）

【第二部】パネルディスカッション「留学は人生にどう役立つ？」
　■　司会　
　岩城 奈巳（留学生センター　准教授）
　    ■　パネリスト
　　坂本 　啓　（東京工業大学　機械宇宙システム専攻　助教）
　前原 加奈　（株式会社ディスコ　採用広報営業部　キャリア支援グループ）
　若山 幹晴　（工学研究科　2年　カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ交換留学）
　新村 友美　（経済学部　4年　ノースカロライナ州立大学へ交換留学）

資料６



資料７ 

教養教育推進室ライティング支援部門の取り組み 

 

 本学で研究に従事する大学院生と教員等の外国語による学術論文の執筆能力、プレゼン

テーション能力等を養成し、「名古屋大学から Nagoya University へ」の飛躍に資するため

に、平成 22 年 4 月、教養教育院に教養教育推進室ライティング支援部門（英語呼称

「Mei-Writing」）を設置しました。 

  

 利用者へのアンケート調査によると、Mei-Writing の取り組みに対し、利用者の満足度は

非常に高く、また自由記載からも多くの好評価が得られています。 

 平成２３年４月からは、さらに新たな外国人教員を加えて、以下のような大学院生のた

めの大学院共通外国語科目が開講されています。投稿論文や学会発表など行う大学院生に、

毎週一回の授業を積み重ねて学術論文の書き方、プレゼンテーションの仕方を基礎からじ

っくり身につける機会を提供するのが、これらの共通科目です。 
 

Course Code Professor 
Day 

(hour) 

 

English 

Academic Writing I A Paul W.L.Lai Tue.(3) 

Academic Writing I B Chad Nilep Wed.(3) 

Presentation A Mark Weeks Tue.(5) 

German Academic Writing I C Markus Rude Tue.(5) 

French Academic Writing I D Nicolas Baumert Fri.(3) 

Chinese Academic Writing I E Jian Lu Fri.(3) 

 また、毎週一回の授業参加が難しい学生のためには、二泊三日のサマーキャンプも企画

されています。 

中部地域の研究重点大学である名古屋大学には、毎年、学部生とほぼ同数の大学院生が

入・進学してきます。Mei-Writing の授業は、これらさまざまな分野で優れた研究をめざす

大学院生に、どの学術分野にも共通する、論理的思考に基づく論の展開方法、各論文構成

ユニットについての知識等を教授し、実践的訓練によって身につけることを目的としてい

ます。単なる語学力ではなく、論理的思考力の養成によって、より多くの論文が学術誌に

掲載され、出版の機会をつかめるようにサポートすること、これが Mei-Writing の仕事で

す。 

今後は名古屋大学のライティング事業の拠点として、学内の各関連機関とも連携し、そ

の成果を広く国内外に発信していきたいと考えています。Mei-Writing の活動の詳細につい

ては、ＨＰ http://www.ilas.nagoya-u.ac.jp/AWU/Mei-Writing/Courses/Courses.html をご覧下

さい。 

 



資料８

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

5日(月)、
19日(月)

役員会

6日(火)、
21日(水)

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)

5日(月) 教授会(国際開発研究科)

7日(水)
教授会(文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、情報文化学部、医学部・医学
系研究科、工学部・工学研究科、多元数理科学研究科、情報科学研究科、環境学
研究科)

8日(木) 教授会(理学部・理学研究科)

9日(金)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、経済学部・経済学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

12日(月) 教授会(農学部・生命農学研究科)

14日(水) 教授会(法学部・法学研究科)

22日(木)
教授会(文学部・文学研究科、医学系研究科、国際言語文化研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

28日(水)
教授会(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)

30日(金) 教授会(環境医学研究所)

名古屋大学　平成24年3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

2月6日(月)～
3月23日(金)
(土・日曜日およ
び祝日休館)

博物館サテライト展示
「東山キャンパスの野鳥写真展」

場所：野外観察園展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月1日(木)
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1日(木)
グローバルCOE「マイクロ・ナノメ
カトロニクス教育研究拠点」
第4回若手シンポジウム

場所：ES総合館
時間：12：50～17：20
対象：一般
参加費：無料

GCOE事務局
052-788-6041

3月2日(金)
グローバルCOE「地球学から基
礎・臨床環境学への展開」
国際会議

場所：環境総合館3階講義室2
時間：10：00～18：00
テーマ：「Clinical Environmental Studies in Ise Bay」

GCOE事務局
052-747-6521

3月3日(土)
大学教育改革フォーラム
in東海2012

場所：ES総合館他
時間：10：00～17：00
内容：講演、オーラルセッション、ポスターセッション、パネルディス
カッション
講演題目：「震災後の日本社会と大学教育」
講演者：野家啓一氏(東北大学理事)
参加費：無料

高等教育研究センター
助教　 齋藤芳子
052-789-5696

3月3日(土) 文学研究科シンポジウム

場所：文学研究科127講義室
時間：13：00～16：00
テーマ：「ことばの形と意味」
対象：一般
参加費：無料

文学研究科
教授　 大室剛志
omuro@lit.nagoya-u.ac.jp

3月4日(日)
平成23年度
がんを生き抜くライフトピア
スク－ル

場所：医学部保健学科東館4階大講義室
時間：13：30～16：30
内容：「明るく病気と向き合う」、「修了式」
参加費：2,000円(全4回)

医学部保健学科GP事務室
052-719-3158

3月6日(火)～
3月30日(金)
(土・日曜日およ
び祝日休館)

ボタニカルアート作品展
in医学部

場所：医学部附属病院中央診療棟3階
時間：終日
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月9日(金) 2011年度第10回オープンセミナー

場所：農学部講義棟第7講義室
時間：15：00～17：00
講演題目：「サブ・サハラアフリカにおける都市化と女性の貧困：そ
の原因と結果」
講演者：オモンディ・アハオ氏(マセノ大学講師)
講演題目：「雨期開始後の降雨パターンや肥料窒素が土壌からの
窒素溶脱に及ぼす影響」
講演者：ダルマス・シグンガ氏(マセノ大学准教授)
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
教授　浅沼修一
052-789-4232

3月10日(土)～
4月14日(土)
(日・月曜日休
館)
3月11日(日)は
臨時開館

第23回博物館企画展
「吉﨑誠　海藻コレクション
震災と標本レスキュー」

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

3月10日(土)、
4月21日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館講義室
時間：10：15～12：15
定員：15名

博物館事務室
052-789-5767

3月10日(土)、
3月24日(土)、
4月7日(土)、
4月28日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館講義室
時間：12：45～15：45
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

3月11日(日)、
3月15日(木)

博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「津波に襲われた海藻標本のレスキュー活動」(3/11)、
「東日本大震災から学ぶ過去の警告」(3/15)
講演者：北山太樹氏(国立科学博物館研究主幹)(3/11)、岡本行信
氏(独立行政法人産業技術総合研究所活断層・地震研究センター
長)(3/15)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767



3月12日(月)
平成24年度
一般選抜個別学力検査

後期日程：3月12日
学務部入試課
052-789-5765

3月12日(月)

次世代自動車地域産学官フォー
ラム・名古屋大学グリーンモビリ
ティ連携研究センター合同セミ
ナー・シンポジウム＆ラボツアー

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：9：30～17：15
テーマ：「車両軽量化技術特集」
内容：セミナーとシンポジウムを集中開催し、その「現状と未来」を
一望すると共にグリーンビークル材料開発拠点等のラボツアーを
実施
対象：一般
参加費：無料

グリーンモビリティ連携研究センター
助教　上野智永
052-747-6748

3月14日(水)
名大カフェ"Science, and Me"
第20回

場所：アルテーゴ ドゥ ショウズ(名古屋市中区)
時間：19：00～20：30
講演題目：「宇宙に外側はあるか－現代宇宙論のフロンティア－」
講演者：松原隆彦(基礎理論研究センター准教授)
参加費：無料(ドリンク等の注文が必要)

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
052-747-6527

3月15日(木) 交換留学シンポジウム

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：9：30～12：30
内容：個別発表、パネルディスカッション
対象：学生

留学生センター海外留学室
准教授　岩城奈巳
052-789-2196

3月16日(金)
構造家・新谷眞人講演会
「建築における合理性とは何か考
える」

場所：ES総合館4階講評室
時間：15：00～18：00
講演題目：「これまでの研究成果と構造設計について」
講演者：新谷眞人氏(早稲田大学特任教授)
対象：一般
参加費：無料

環境学研究科
助教　吉田友紀子
052-789-3431

3月17日(土)～
8月31日(金)
(日・月曜日休
館)

第16回博物館特別展
「大モンゴル展」

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

3月17日(土)
ヒッグス粒子を探せ
－質量の起源にせまる－

場所：電気文化会館５階イベントホール(名古屋市中区)
時間：14：00～16：30
内容：巨大加速器LHCを用いた素粒子実験の最前線を報告
講演者：戸本　誠(理学研究科准教授)他
対象：高校1年生(目安として)
参加費：無料

理学研究科
附属タウ・レプトン物理研究センター
准教授　戸本　誠
052-789-5505

3月18日(日)～
3月20日(火)

素粒子宇宙起源研究機構
ミニワークショップ

場所：ES総合館6階講義室
時間：9：00～17：00(3/18、20)、9：00～18：00(3/19)
テーマ：「Conformality in Strong Coupling Gauge Theories at LHC
and Lattice」

素粒子宇宙起源研究機構
SCGT12Mini@kmi.nagoya-u.ac.jp

3月23日(金)
2011年度
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：未定
内容：1年間の研究活動の報告と結果に関する議論を行う
参加費：無料

環境学研究科
附属地震火山・防災研究センター
052-789-3046

3月23日(金)
名古屋大学
オープンレクチャー

時間：14：30～16：30(予定)
内容：公開講義
対象：一般
参加費：無料

研究協力部研究支援課
052-789-2039

3月26日(月) 名古屋大学卒業式
場所：豊田講堂
時間：9：30～(大学院生)、11：40～(学部学生)

学務部学務企画課
052-789-2159

3月28日(水)

とよた日本語学習支援システム構
築記念シンポジウム
「多文化共生社会をめざして－日
本語学習支援が創る地域社会
－」

場所：豊田産業文化センター小ホール(豊田市小坂本町)
時間：13：00～16：40
内容：平成20年度に豊田市で日本語教室の普及をめざしてスター
トした「とよた日本語学習支援システム」の成果と課題を各界の視
点から見つめ直し、今後の方向性を導く
講演者：池上重弘氏(静岡文化芸術大学教授)、井上　洋氏(社団法
人日本経済団体連合会社会広報本部長)、西原鈴子氏(元東京女
子大学教授)、村上京子(留学生センター教授)、衣川隆生(留学生
センター准教授)他
対象：一般
参加費：無料

留学生センター
准教授　衣川隆生
052-789-4700

3月30日(金)
環境医学研究所
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
052-789-3886

3月31日(土) 海藻標本を作ってみよう！

場所：博物館実験室
時間：10：30～12：00(1回目) 、14：00～15：30(2回目)
対象：小学3年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767



4月5日(木) 名古屋大学入学式

場所：豊田講堂
時間：9：30～(大学院生)、11：40～(文学部・法学部・経済学部・理
学部・医学部)、13：00～(教育学部・情報文化学部・工学部・農学
部)

学務部学務企画課
052-789-2159

4月7日(土)
教育学部附属中学・高等学校
入学式

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

4月14日(土) ミクロの探険隊

場所：博物館実験室
時間：10：20～15：20
テーマ：「草はら」
対象：小学5年生以上、一般
参加費：500円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

4月21日(土) 野外観察園見学会
場所：博物館野外観察園
時間：13：00～15：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月12日(火)～
6月14日(木)

第6回AC21国際フォーラム

場所：アデレード大学(オーストラリア)
テーマ：「Maximizing the Benefits of Internationalisation」
講演者：AC21メンバー大学、メンバー大学以外からの研究者、国
際関係の専門家(予定)
登録料：税込330AUD(AC21メンバー大学)、税込385AUD(AC21メン
バー大学以外)

国際部国際企画課
国際学術コンソーシアム(AC21)
推進室
052-789-5684
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