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１．国際シンポジウム「法整備支援から法協力へ-新たな地平の開拓―」 

について                      （資料１） 

 

２．カンボジア王国王立農業大学との学術交流協定について （資料２） 

 

３．日本・インドネシア学長会議の報告について           （資料３） 

 

４．同窓会支部の設置（ラオス人民民主共和国）について   （資料４） 

 

５．名大の秋入学について ―本学の国際化への対応―    （資料５） 

 

６．平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料６） 

 

７．総長に対する中間評価について                        （資料７） 

 

８．国際研究集会「LHC から見る強結合ゲージ理論」 (SCGT12)について 

（資料８） 

 

９．今後の本学の行事予定                                （資料９） 
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国際シンポジウム「法整備支援から法協力へ ―新たな地平の開拓―」 of 国際シンポジウム
http://cale.law.nagoya-u.ac.jp/2012CALEis/

2012年

12月8日（土）09：30～17：30

12月9日（日）09：00～17：40

2012年

12月8日（土）18：30～20：30

趣旨

　本年は、名古屋大学大学院法学研究科が法整備支援にかかわる教育研究活動を開始して20年、そして、そのための中核組織として法政国際教育協

力研究センター（CALE）を設立して10年を迎えます。この間、法学研究科およびCALEは、アジアの市場経済移行諸国に対する法整備支援、これらの諸

国からの留学生の受入れ、アジアと欧米の大学や支援機関との研究交流、現地に日本法教育研究センターを設けて日本語による日本法教育を実施す

るなど、みなさまからの多大なご支援をえて、活発な国際展開を行ってきました。今回、わたしたちの国際活動の20周年および10周年という記念の年に

あたり、法学研究科およびCALEが実施してきたこれまでの活動を総括することをとおして、今後のいっそうの発展をめざす国際シンポジウム「法整備支援

から法協力へ　―新たな地平の開拓―」を開催いたします。また、昨年度、法学研究科およびCALEは、これまでの国際活動の実績が評価されて、博士

課程教育リーディング大学院プログラムおよび大学の世界展開力強化事業（キャンパスアジア）に採択されました。法学研究科およびCALEは、これらの

プログラムを通して、グローバルに活躍できる法分野における人材の育成にさらに取り組んでいく所存です。本シンポジウムは、これらの事業を進めるう

えでも、大きな意義を有するものです。ぜひ、万障くりあわせのうえ、ご参加いただけますようお願い申しあげます。

日程

会場

●国際シンポジウム

名古屋大学東山キャンパス内　理学部南館　坂田・平田ホール

●記念パーティ

サーウィンストンホテル（3F）宴会場「メゾン・ド・フルール」

プログラム
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09：00　開場・受付開始

09：30～10：15　開会式

司会：

中野　妙子（名古屋大学法政国際教育協力研究センター准教授）

開会挨拶：

定形　衛（名古屋大学大学院法学研究科長）

総長挨拶：

濵口　道成（名古屋大学総長）

来賓挨拶：

永山　賀久（文部科学省大臣官房国際課長）

野口　元郎（法務省法務総合研究所国際協力部長）

入柿　秀俊（独立行政法人国際協力機構産業開発・公共政策部長）

矢吹　公敏（日本弁護士連合会国際交流委員長）

細田　長司（日本司法書士会連合会会長）

10：30～12：30　【第1セッション】法整備支援と法律学　

　市場経済と民主主義を広めるグローバル化は、移行諸国に対して、これに調和的な法への制度変化を促し、欧米・日本は、この制度変化を援

助する法整備支援に取り組んでいる。法整備支援は、移行諸国の法律学に変化をもたらしたことはいうまでもないが、ドナーである欧米・日本の

法律学にとっても、自らのありかたを考える契機となった。本セッションでは、法整備支援がどのような影響を法律学に及ぼしたか、その結果、法

律学がどのように見直されているのかについて議論する。また、この法整備のガバナンス空間において、どのような新しい法律学を創造すべき

か、そして、この目的の達成を目指して、わたしたちは、どのような共同の研究ネットワークを構築すべきかについても議論する。

司会：

大河内　美紀（名古屋大学法政国際教育協力研究センター副センター長/准教授）

パネリスト：

松尾　弘（慶應義塾大学法科大学院教授）

鮎京　正訓（名古屋大学理事・副総長）

市橋　克哉（名古屋大学法政国際教育協力研究センター長/大学院法学研究科教授）

12：30～14：00　昼食

14：00～17：30　【第2セッション】アジアの市場経済移行国における法学教育支援に関する比較研究

　発展途上国・体制移行国への法学教育支援は、法整備の支援・協力にとり極めて重大な要点をなす。法整備支援が、継受国において、たん

に、法についての考え方や法の適用のモデルを移植するだけに終わるのか、あるいは、法について思索し、あるいは実務で使うことのできる人材

のプールを彼地に創り出し、そうした人材が、やがて継受国の既存の文脈にフレキシブルに適用できるような法のモデルを設計、編成し、そして適

用していけるようになるかは、法学教育支援に懸かっているといいうるのである。本セッションでは、アジア諸国で法学教育支援に従事した経験の

ある専門家たちが、それぞれ行ってきた支援のあり方を振り返りつつ、その潜在的な影響力について議論する。

司会：

Teilee Kuong（名古屋大学法政国際教育協力研究センター准教授）

講演者：

Steven Austermiller（Former EWMI/ABA Legal Education Advisor）

Bruce Lasky（Co-Founder/Director, Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative）

Linda Benrais（Consultant, Managing Partner and Mediator at MÉDIATION DROITS HUMAINS (MDH) SAS）

小川　祐之（名古屋大学大学院法学研究科特任講師）

コメンテーター：

Kyeong-Bong Ahn（Professor, Kookmin University, the Korean Law-Related Education Center at the National University of Mongolia）

Lars-Göran Malmberg（Professor, University of Gothenburg）

18：30～20：30　記念パーティ

会場

会費

サーウィンストンホテル（3F宴会場「メゾン・ド・フルール」）

Sir Winston Hotel

5000円

5,000yen

08：30　開場・受付開始

09：00～10：50　【第3セッション】東アジア漢字文化圏法令用語対訳辞書の開発－比較法研究基盤の構築－

　日本、韓国、中国、台湾という4つの法域の基本的漢字法概念を相互に比較検討できる標準対訳辞書の開発について報告する。合わせて、国
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言語

日本語・英語（同時通訳）

主催者

●主催

名古屋大学大学院法学研究科・法学部、名古屋大学法政国際教育協力研究センター

民と政府との間のわかりやすい法情報の共有モデルとして、ユニークな韓国政府（法制処等）の活動について報告する。

司会・コメント：

松浦　好治（名古屋大学大学院法学研究科教授）

講演者：

Seung-Jin Hong（LEE & KO弁護士/元韓国・法制処）

Bae Milan（Legal Information Service）

外山　勝彦（名古屋大学大学院情報科学研究科准教授）

10：50～11：05　休憩

11：05～13：00　【第4セッション】法学教育の国際化の到達点と課題

　日本の大学における法学教育においては、その国際化は、とくに留学生の受入れの拡大にともなって進行してきたが、必ずしも自覚的に取り組

まれてきたわけではない。しかし、近年、グローバル化対応教育を導入する必要性が語られ、法学分野では、とりわけ名古屋大学博士課程教育

リーディング大学院プログラム“Cross-Border Legal Institutional Design”などにおいて、一つの具体化が図られている。そこで、名古屋大学法整

備支援事業20周年の機会に、法学教育の国際化のさまざまな試みについて経験を交換し、またグローバル化に対応する法学教育のあり方につ

いて議論ができればと考える。

司会：

小畑　郁（名古屋大学大学院法学研究科教授）

講演者：

小野　耕二（名古屋大学大学院法学研究科教授）

Kent Anderson（オーストラリア・アデレード大学教授）

滝澤　三郎（東洋英和女学院大学教授、元国連難民高等弁務官事務所東京事務所長）

13：00～14：00　昼食

14：00～17：30　【第5セッション】キャンパスアジアから世界へ―東アジアにおける教育研究のネットワーク構築とグ

ローバル人材の育成（兼　第3回CAMPUS Asia法学院長・学部長会議）

　日中韓三か国政府の合意によりキックオフされた「CAMPUS Asia」事業は、日本、中国、韓国の大学が質の保証を伴う教育交流を拡大すること

によって、東アジア地域における高度なグローバルな人材を育てることを目標とする。名古屋大学大学院法学研究科は、この事業の一環として、

中国人民大学法学院、清華大学法学院、上海交通大学凱原法学院、韓国の成均館大学法学専門大学院・社会科学部、ソウル国立大学法科大

学とともに、「東アジア『ユス・コムーネ（共通法）』形成に向けた法的・政治的認識共同体の人材育成」プログラムをスタートさせた。このセッション

では、今年第3回目を迎えるCAMPUS Asia法学院長・学部長会議を兼ねて、各主管大学や協力大学から院長・学部長をお招きし、「キャンパスア

ジアから世界へ」をも視野に入れて、キャンパスアジア事業を通じたグローバル人材の育成の現状と課題、東アジアにおける教育研究ネットワー

ク構築の具体化について話し合う。

司会：

金　彦叔（名古屋大学大学院法学研究科特任准教授）

Insub Mah (成均館大学社会科学部長)

Weixing Shen (清華大学法学院副院長)

趣旨説明：

宇田川　幸則（名古屋大学大学院法学研究科教授）

報告者：

KiSik Sonn (成均館大学法学専門大学院長)

HongSik Cho (ソウル国立大学法科大学副学長)

Yi Wang (中国人民大学法学院副院長)

Xiaobing Xu (上海交通大学凱原法学院副院長)

定形　衛（名古屋大学大学院法学研究科長）

鈴木　將文（名古屋大学法科大学院長）

17：30～17：40　閉会式

閉会挨拶：

市橋　克哉（名古屋大学法政国際教育協力研究センター長/大学院法学研究科教授）

国際シンポジウム「法整備支援から法協力へ ―新たな地平の開拓―... http://cale.law.nagoya-u.ac.jp/2012CALEis/?printstate=true

3 / 4 2012/11/21 11:43



●助成

文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」

文部科学省「大学の世界展開力強化事業（キャンパス・アジア中核拠点形成支援）」

文部科学省「特別経費」アジア法整備支援事業

寄附金・アジア法政情報交流センター創設基金

名古屋大学総長裁量経費・戦略的経費　CALEセンター長裁量経費

お問い合わせ先

名古屋大学法政国際教育協力研究センター（担当：牧野・太田・柴田）

〒464‐8601　名古屋市千種区不老町

電話：052‐789‐2325/ 4263　　FAX：052‐789‐4902

e-mail： cale-jimu@law.nagoya-u.ac.jp

http://cale.law.nagoya-u.ac.jp/

連絡先（当日のみ）090-8470-2378
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                                  資料２ 

 

カンボジア王国王立農業大学（RUA）との学術交流協定 

農学国際教育協力研究センターは、2000 年 2 月以来、RUA の教育研究強化を支援して

きました。当時のカンボジアは、ポルポト政権による知識人の大殺戮 の影響が深刻に残っ

ており、大学の教員は質、量共に極めて不十分でした。本センターは RUA との共同研究に

よりカンボジアの大学の中では初めて旧ソヴィエ ト型の教育体制・カリキュラムを単位・

選択制度を基礎にしたグローバル型に（2001 年）改革し、大学院修士課程（2002 年設立）、

博士課程（2006 年設立）のコース開発と設立に協力してきました。近年は、鳥を含めた家

畜の感染症が世界的な問題になってきており、獣医学部の充実強化に取り組んでいま す。

カンボジアは基本的には自給を達成していますが、大部分の農産物加工品は近隣諸国から

輸入されています。農産物加工技術振興により、農家が農産物に付 加価値を付け、収入増

加を得て生活向上ができるよう、RUA と協力して体制作りと人材育成、技術開発を行って

います。 
 

農学部資源生物科学科学生の海外実地研修実績 
 
「海外実地研修」では、東南アジアにおける対照的な 2 つの国、途上国としてのカンボ

ジアと先進国としてのタイの両国を 20 数名の学生が訪問し、合わせて約 10 日間の研修を

実施します。 カンボジアは各国からの支援を受けながら急速に復興の進む途上国ですが、

このような国の農業を見ることにより、農業そのものの発達ばかりでなく、農業と社 会と

の関わりをつぶさに体験することができます。3 年生までの間に学んだ基礎的な知識・概念

や「国内実地研修」での経験をもとに、学問を発展途上の農業へ どのように生かすのかを

考えます。このため、まずタイとカンボジアの歴史や社会、産業に関する事前研修（すべ

て英語）を受講します。実地研修では、タイの カセサート大学とカンボジア王立農業大学

の学部 3 年生とチームを組み、農村やマーケットなどの見学、タイのナコンパトム郡周辺

農家でのホームスティ、カン ボジア・タケオ州農村での調査などを実施します。タイとカ

ンボジア訪問の最終日には、それぞれ調査結果のプレゼンテーションを実施します。さら

に研修終了 後には名古屋大学で事後研修を行い、総括し、農業の原点である開発途上国や

熱帯農業の現状への理解を深めている。 
 
第１回 平成２０年度 学部 ３年生 ５名 
第２回 平成２１年度 学部 ３年生 １１名 
第３回 平成２２年度 学部 ３年生 ２１名 大学院生 ２名 
第４回 平成２３年度 学部 ３年生 ２４名 大学院生 ６名 
              ４年生 １２名 
第５回 平成２４年度 学部 ３年生 ２９名 大学院生 ９名 
               
これまで、計１１９名の学生が参加 









                               資料３ 

 

日本・インドネシア学長会議日程 
 

１． 開催日  平成２４年１１月１５日(木)・１６日(金) 

 

２． 主催者  名古屋大学、岐阜大学、愛知教育大学、豊橋技術科学大学、 

        三重大学 

 

３． 場 所  全体会合： 名古屋大学理学南館坂田・平田ホール            

        分科会：  名古屋大学会議室に分散 

              （別途通知） 

 

４． 後 援  文部科学省、日本学術振興会 

 

５． テーマ  「連携のための対話」 
         (A Dialogue for Partnership) 
 

６．使用言語  英語（特に記すものを除く） 

 

７．日程 

 

１１月１５日(木) 

 

10:00～10:30  受付 

 

10:30～11:20 あいさつ 

 （50 分）   名古屋大学総長 濵口道成 

   インドネシア大学長協会会長・ハサヌディン大学学長 

                 イドゥリス・パトゥルーシ 

   文部科学省審議官 山中伸一 

   インドネシア教育文化大臣 ムハマド・ヌー 

   駐日インドネシア共和国全権特命大使 ムハマド・ルトフィ 

   日本学術振興会理事 浅島誠 

 

11:20～12:00  基調講演①（日・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語同時通訳） 

 (40 分)   「自動車産業を取りまく環境変化とグローバル人材」 

   トヨタ自動車株式会社  

    代表取締役副社長 小平信因 

 

12:00～12:10  集合写真撮影 

（10 分） 

 

12:10～13:10 昼食  於）理学南館１階ロビー  

（60 分） 

 



13:10～14:40 基調講演② 

 (90 分)   「持続可能な開発・成長のための二国間協力群」 

            元ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ共和国大統領 バハルディン・ユスフ・ハビビ 

               

14:40～15:00 移動 

 （20 分） 

 

15:00～17:00 分科会 

 （120 分）  (  )は議長大学 
分科会１ 分科会２ 分科会３ 分科会４ 分科会５ 

   次世代

自動車とグリ

ーンエネルギ

ー 

 

(名古屋大学

/         ) 

高度専門職業

人育成のため

のインドネシ

アを含む国際

教育連携コン

ソーシアムの

形成 

 

(岐阜大学/ﾎﾞ

ｺﾞｰﾙ農科大学) 

 

高等教育高度

化のための日

本・インドネシ

ア国際連携 

 

(豊橋技術科学

大学/ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ工

科大学) 

国際共同教育

の実質化－ダ

ブルディグリ

ー，サンドイ

ッチプログラ

ム，研究ベー

スの学生交流

－ 

 

(三重大学/愛

知教育大学/

ﾊﾟｼﾞｬｼﾞｬﾗﾝ大

学) 

 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱに

おける健康

科学研究強

化のための

産学連携 
 
（ﾊｻﾇﾃﾞｨﾝ

大学/名古屋

大学） 

 

分科会終了後 作業部会（関係者のみ） 

 

19:30～21:30 ウェルカム・レセプション 於）名古屋東急ホテル 

 （120 分） 

 
 
◎１１月１６日（金） 

 

 9:30～11:00 分科会報告 

 （90 分） 

 

11:00～11:10 休憩 

 （10 分） 

 

11:10～11:30 閉会 

 （20 分）  

 

エクスカーション（含昼食） 

   １．名古屋大学医学部付属病院 
２．トヨタ自動車工場見学 

３．名古屋城、徳川美術館等 
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資料６ 
国立大学法人名古屋大学の平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価結果（概要） 

 
本評価結果は、平成 23 年度の業務実績報告に基づき、業務運営などを中心に国立大

学法人評価委員会が評価し、平成 24 年 11 月 7 日付けで公表されたものである。 

「１ 全体評価」と「２ 項目別評価」で構成されている。 

「全体評価」では、下記のとおり主な特記事項が取り上げられている。 

また、「項目別評価」においては、「業務運営・財務内容等の状況」の４項目のうち

３項目おいて、「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定を得た（５段

階評価の上から２番目）が「その他の業務に関する重要目標」において、研究費の不

適切な経理があったこと等によって「中期計画の達成のためにはやや遅れている」の

評価であった。 

なお、「教育研究の質の向上の状況」については、例年、その特性に配慮して、年度

ごとの評価においては外形的評価のみが行われるため、項目別評価における項目ごと

の評定はなかった。 

 

1 全体評価 

 

・名古屋大学は、基礎学術に立脚した基幹的総合大学としての役割と、その歴史的・

社会的使命を確認し、その学術活動の基本理念として「名古屋大学学術憲章」を定

め、人文科学、社会科学、自然科学をともに視野を入れた高度な研究と教育を実践

することを目標としている。第２期中期目標期間においても、学術憲章に謳ってい

るとおり、創造的な研究活動によって真理を探究し、世界屈指の知的成果を生み出

すことや、自発性を重視する教育実践によって、論理的思考力と想像力に富んだ勇

気ある知識人を育てること等を基本的な目標としている。 

  この目標達成に向けて総長のリーダーシップの下、「名古屋大学から Nagoya 

University へ」共通認識として、教育のグローバル化の推進、国際的研究拠点の形

成等、世界最高水準の研究の展開と次世代を担う若手研究者の育成等を目指した取

組を実施しており、「法人の基本的な目標」に沿って計画的に取り組んでいることが

認められる。 

 
2 項目別評価  

大項目 評定 

Ⅰ 業務運営・財

務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標 ○ 

（２）財務内容の改善に関する目標 ○ 

（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 ○ 

（４）その他業務運営に関する重要目標 ▲ 

※ 「評定」欄の記号は、以下の評価を表す。 

◎：中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある 

○：中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

△：中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる 

▲：中期計画の達成のためにはやや遅れている 

×：中期計画の達成のためには重大な改善事項がある 

 

 

 

業 務 の 実 績 に 関 す る 報 告 書 及 び 評 価 結 果 の 全 文 は 、 名 古 屋 大 学 ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.nagoya-u.ac.jp/)で公開しています。 

「トップページ」→「大学の概要／学部・研究科」 

→「中期目標・中期計画・評価／情報公開／公表事項など」 

 

【業務の実績に関する報告書】 

 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/pdf/objectives/h22-practice-report.pdf 

【業務の実績に関する評価結果】 

 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/pdf/objectives/h22-practice-eval.pdf 



 

国立大学法人名古屋大学総長に関する中間評価について 
 

平成 24 年 10 月 29 日 
国立大学法人名古屋大学 
総 長 選 考 会 議 

 
 本日，国立大学法人名古屋大学総長選考会議において，総長に関

する中間評価について，教育研究評議会及び経営協議会からの報告

を踏まえ，審議を行った。 
現総長に対する中間評価の結果は以下のとおりである。 
 
 
困難な状況下で大学運営に当たってきた現総長の実績を評価

し，引き続き総長として職責を果たすことを適当と認める。名古

屋大学の発展のために，リーダーシップをとり，活躍することを

期待する。 
 

 
以上 
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資料９

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

17日(月) 役員会

18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)

5日(水) 教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)

12日(水)
教授会(文学部・文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研究
科、工学部・工学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

19日(水)

教授会(経済学部・経済学研究科、情報文化学部、医学系研究科、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)
研究科委員会(医学系研究科)

20日(木) 教授会(創薬科学研究科)

21日(金)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

25日(火) 教授会(環境医学研究所)

26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)

名古屋大学　平成24年12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23日(火)～
1月18日(金)
(日曜、祝日、年
末年始は休館)

附属図書館医学部分館
第2回ミニ展示会
「ノートの中の青春－講義ノートが
伝える医学生の歩み－」

場所：附属図書館医学部分館2階入口ホール
時間：9：00～20：00(平日)、13：00～17：00(土曜日)
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

11月23日(金)～
2月2日(土)
(日・月曜日休
館、12月29日
(土)～1月3日
(木))

第25回博物館企画展
「なんじゃ？もんじゃ？－髙木典雄
とコケの世界」

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連講演会］
場所：博物館講義室
時間：13：30～15：00
参加費：無料

12月8日(土)
講演題目：「なんじゃもんじゃゴケ？」
講演者：有川智巳氏(鳥取県立博物館学芸員)

1月12日(土)
講演題目：「苔 こけ コケ」
講演者：樋口正信氏(国立科学博物館陸上植物研究グループ長)

博物館事務室
052-789-5767

11月28日(水) 紫綬褒章受章記念講演会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：15：00～18：30
講演題目：「モデル生物の遺伝学から生体応答シグナル伝達機構を
探る」
講演者：松本邦弘(理学研究科教授)
講演題目：「シアノバクテリアの一日を刻むタンパク質 KaiC」
講演者：近藤孝男(理学研究科教授)
参加費：無料

理学研究科事務部
052-789-2394

11月28日(水)、
11月30日(金)

グリーンモビリティ
連携研究センター
次世代自動車公開シンポジウム
第7回、第8回

場所：ポートメッセ名古屋(名古屋市港区)
時間：13:30～16:05
テーマ：「次世代電池技術の可能性と未来」(11/28)、「パワーデバイ
ス技術が拓く次世代モビリティ」(11/30)

グリーンモビリティ連携研究センター
事務局
052-747-6722

11月29日(木)
第12回遺伝子実験施設
公開セミナー

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～17：30
テーマ：「リアルタイムモニタリング、イメージング－個体レベルから
原子レベルまで－」
講演題目：「生物発光リアルタイムモニタリング」
講演者：小内　清(遺伝子実験施設研究員)
講演題目：「ライブイメージングで植物生殖の謎に迫る」
講演者：東山哲也(理学研究科教授)
講演題目：「超解像ライブイメージング：膜交通研究の新たなパラダ
イムをつくる」
講演者：中野明彦氏(東京大学教授)
講演題目：「高速原子間力顕微鏡でイメージングするタンパク質の
一分子ダイナミクス」
講演者：内橋貴之氏(金沢大学准教授)
参加費：無料

遺伝子実験施設
052-789-3086

12月1日(土)、
12月22日(土)、
1月19日(土)、
1月26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

博物館事務室
052-789-5767

12月1日(土)、
12月15日(土)、
1月19日(土)、
2月2日(土)

ビジネス人材育成センタ－
平成24年度後期B人セミナ－

場所：インキュベ－ション施設1階プレゼンテ－ションル－ム
時間：10：00～15：00
テ－マ：「ビジネス人の基本スキル」、「サイエンスコミュニケーション
について」(12/1)
「グローバルスタンダードで使われる伝達スキル」、「ビジネスマナー
の基本とその応用」(12/15)
「Communications Styles」、「弁理士の業界と業務」(1/19)
「博士に必要なスキル」、「プレゼンテーションスキル研修」(2/2)
対象：大学院生、ポスドク
参加費：無料

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センタ－
052-747-6490



12月1日(土)
あいちサイエンスコミュニケーショ
ン・セミナー
第6回、第7回

場所：あいち産業科学技術総合センター(豊田市八草町)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

[第6回]
時間：13：30～14：30
講演題目：「愛知県の新しいサイエンスセンター“知の拠点”とは？」
講演者：加藤英樹氏(愛知県産業労働部)

[第7回]
時間：14：30～15：30
テーマ：「“知の拠点”を見てみる！－あいち産業科学技術総合セン
ターとシンクロトロン光利用施設－」

産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル事務
局
052-747-6527

12月2日(日)
がんプロフェッショナル
養成基盤推進プラン
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：14：00～16：00
テーマ：「『生きる意味』について考える」
講演題目：「知っておこう がんの情報」
講演者：黒柳佳代(医学部附属病院看護師)
講演題目：「生きる意味－老、病、死をのりこえて－」
講演者：大下大圓氏(飛騨千光寺住職)、
定員：250名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

12月2日(日)

環境省 環境研究総合推進費プロ
ジェクト「低炭素社会を実現する街
区群の設計と社会実装プロセス」
公開セミナー

場所：環境総合館１階レクチャーホール
時間：13：30～17：00
テーマ：「低炭素で魅力的なまちの実現に向けて－2050年の名古屋
を構想する」
内容：リレー報告、パネルディスカッション
参加費：無料

環境学研究科
研究員　森田絋圭
052-789-2773

12月4日(火)～
7日(金)

KMI/グローバルCOE
ワークショップ
「LHCから見る強結合ゲージ理論」
(SCGT12)

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：9：00～17：00
内容：素粒子論に関する国際研究集会。ノーベル賞級を含む外国人
研究者が多数参加予定

素粒子宇宙起源研究機構
特任教授　山脇幸一
052-789-2862

12月4日(火)
マイクロ・ナノメカトロニクス工学
シンポジウム

場所：ES総合館1階ES会議室
時間：13：00～16：25
内容：マイクロ・ナノメカトロニクス工学分野における情報発信を目的
として、本分野の最新情報を今年度開催された国際会議での内容
を基に一挙報告・解説
参加費：無料

工学研究科附属
マイクロ・ナノメカトロニクス
研究センター
助教  中島正博
nakajima@mein.nagoya-u.ac.jp

12月4日(火)
中部地区医療・バイオ系シーズ
発表会

場所：ウインクあいち10階(名古屋市中村区)
時間：13：00～19：20
参加費：無料

研究協力部社会連携課内
中部地区医療・バイオ系シーズ発表
会実行委員会事務局
chubu_seeds@sangaku.nagoya-u.ac.jp

12月8日(土)、
12月22日(土)、
1月12日(土)、
1月26日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：セミナ－ハウス(12/8、1/12)、博物館講義室(12/22、1/26)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

12月8日(土) 知の探究講座講座別発表会
場所：多元数理科学棟509号室
時間：9：30～16：45

多元数理科学研究科
教育研究支援室
052-789-5994

12月8日(土) 第14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
時間：13：20～16：30
テーマ：「歴史に学ぶ安全安心なまちづくり」
講演題目：「関東大震災から見える江戸・東京の街の変化」
講演者：武村雅之(減災連携研究センター寄附研究部門教授)
講演題目：「災害の教訓と名古屋のまちづくり」
講演者：西澤泰彦(環境学研究科准教授)
講演題目：「まちとすまいとにんげん」
講演者：廣井　悠(減災連携研究センター准教授)
定員：100名
参加費：無料

環境学研究科
准教授  村山顕人
052-789-3750

12月8日(土)、
9日(日)

法政国際教育協力研究センター
国際シンポジウム

場所：理学部南館1階坂田・平田ホール
時間：9：30～17：30(12/8)、9：00～17：40(12/9)
テーマ：「法整備支援から法協力へ－新たな地平の開拓－」
内容：講演、パネルディスカッション、他

法政国際教育協力研究センター
052-789-2325



12月10日(月)、
11日(火)

The 2nd International Conference
on MEXT Project of Integrated
Research on Chemical Synthesis

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～(12/10)、9：00～(12/11)

物質科学国際研究センター
052-789-5907

12月11日(火)
高等教育研究センター
第112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：16：30～18：30
講演題目：「ケースメソッドで主体的学びを実現する」
講演者：丸山恭司氏(広島大学教授)

高等教育研究センター
教授  夏目達也
052-789-5696

12月11日(火)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第27回

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18：00～
講演題目：「三尺下がって師の影を踏まず－中国の人びとのマナー
と古典の世界」
講演者：森　正夫(本学名誉教授)

附属図書館情報サービス課
052-789-3666

12月11日(火)
平成24年度第9回
情報連携統括本部公開講演会・
研究会

場所：情報基盤センター4階演習室
時間：13：30～15：00
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
2013年1月29日(火)、2月26日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

12月12日(水) 第85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
講師：矢代晴実氏(防衛大学校教授)
参加料：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

12月15日(土)
多元数理科学研究科
後期課程入進学相談会／
大学院入試説明会

［後期課程入進学相談会］
場所：多元数理科学棟409号室
時間：13：00～

［後期課程入進学相談会］
場所：多元数理科学棟509号室
時間：14：00～

多元数理科学研究科
教育研究支援室
052-789-2833

12月15日(土)
博物館コンサート
「クリスマスコンサート インカから
の贈り物」

場所：博物館展示室
時間：14：00～15：00
演奏曲目：「コンドルは飛んでゆく」、「パロマブランカ」、「花祭り」、
「人生列車」、他
出演：ティエラブランカ
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

12月15日(土)
観測知にふれる
ハンズオン・ギャラリ－

場所：博物館講義室
時間：10：30～12：20、14：00～16：00
内容：「観測知」を理解するための体験ギャラリーをまわり、共通する
研究アプローチの「観測知」を体感する
定員：24名(各回)
対象：小学生以上(小学生は保護者同伴)

博物館事務室
052-789-5767

12月16日(日) 第58回ライフトピア連携研究会

場所：医学部保健学科東館4階大講義室
時間：10：30～12：15
テーマ：「いのちは長さじゃないよ。どう生きるかだよ」
講演題目：「こどもとともにあること、生きること－体験からいま感じる
こと－」
講演者：田嶋早苗氏
講演題目：「一人の子どもとして・親として・家族としていられること－
終末期のこどもの場合－」
講演者：松岡真里氏（香川小児病院看護師）
対象：大学院生、学部生、教員、医療従事者、一般

医学部保健学科トータルヘルス
プランナー人材育成室
052-719-3158

12月17日(月)、
18日(火)

特別講義「開発公共政策論」

場所：国際開発研究科棟8階第1会議室
時間：13：00～16：15(12/17)、8：45～14：30(12/18)
講演者：長田　博氏(帝京大学教授)
参加費：無料

国際開発研究科
052-789-5076

12月21日(金)
げんさいカフェ
－Gen Science Café－
第19回

場所：カフェフロンテ
時間：18：00～19：30
講演題目：「変わりつつある災害時医療」
講演者：松田直之(医学系研究科教授)
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468



12月22日(土) ミクロの探検隊

場所：博物館実験室、東山キャンパス構内
時間：13：00～16：00
テーマ：「微化石『放散虫』－電子顕微鏡を使ってさぐる形の不思議」
定員：20名
対象：小学校5年生以上、一般
参加費：50円(保険代)

博物館事務室
052-789-5767

12月27日(木) 高校生防災セミナー
場所：ES総合館1階ESホール、環境総合館1階レクチャーホール
対象：事前申込者のみ

減災連携研究センター
052-789-3468

1月16日(水)、
17日(木)

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
内容：講演、発表
参加費：無料

年代測定総合研究センター
052-789-2579

1月19日（土）、
20日（日）

平成25年度
大学入試センター試験

場所：東山キャンパス、他
学務部入試課
052-789-5765

1月22日(火)～
24日(木)

Nagoya Symposium Frontiers in
Structural Physiology

場所：豊田講堂
時間：9：00～19：00(1/22)、8：40～19：30(1/23)、
9：00～17：30(1/24)
内容：講演、ポスターセッション

細胞生理学研究センター
052-747-6794

2月25日(月)～
27日(水)、
3月12日(火)

平成25年度
一般選抜個別学力検査

前期日程：2月25日～27日(27日は医学部医学科のみ)
後期日程：3月12日

学務部入試課
052-789-5765

3月1日(金) 教育学部附属高等学校卒業式
場所：豊田講堂
時間：10：00～

教育学部附属中・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

3月2日(土)
大学教育改革フォーラム
ｉｎ東海2013

場所：ES総合館
時間：10：00～17：00
参加費：無料

高等教育研究センター
052-789-5696
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