
平成２５年１月３０日 

 

 

平成２４年度 第９回 教育記者会懇談会 

 

 

 

１．濵口プランの更新について               （資料１） 

 

２．国際産学官連携セミナーについて            （資料２） 

 

３．名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター 
臨床研究中核拠点・トランスレーショナルリサーチ拠点の 
開設記念式典について                 （資料３） 
 

４．ノースカロライナ・アンビションキャンプについて    （資料４） 
 
５．ヤンゴン大学等（ミャンマー連邦共和国）の訪問について （資料５） 

 
６．チュラポーン研究所・チュラポーン大学院大学との大学間交流について 

                             （資料６） 

 

７．名古屋大学留学シンポジウムについて          （資料７） 

 

８．今後の本学の行事予定                 （資料８） 

 

９．その他 

次回の開催日について 
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～無料（定員200名）＊交流会会費3,000円参加費

国立大学法人名古屋大学産学官連携推進本部主 催

名古屋大学研究協力部社会連携課℡(052)788‐6145

kokusairenkei@sangaku.nagoya‐u.ac.jp Fax(052)788‐6146

お問合せ

参加ご希望の方は下記Webページよりご登録下さい。
http://www.sangaku.nagoya‐u.ac.jp/kokusai/

※「名古屋大学産学官連携推進本部」のHPからもアクセスできます。

お申込締切日： 平成25年1月３１日(木）

（１３:００開場）

【プログラム】
13:30‐13:50 開会挨拶 濵口 道成（名古屋大学 総長）

里見 朋香氏（文部科学省科学技術・学術政策局
産業連携・地域支援課長)(予定）

13:50‐14:30 基調講演 「英国における大学に対する科学技術政策」
ケビン・ナペット氏（駐日英国大使館一等書記官）

14:30‐15:10 基調講演 「グローバルな技術協力モデルの進化」
スティーブン・ハーン氏（ボーイング社研究開発担当マネージャー）

15:10‐15:30 休憩

15:30‐16:10 講演①「産学連携～米国の経済を発展させるための新しい相互協力モデル」
ビリー・ホーテリング氏（ノースカロライナ州立大学イノベーション

パートナーシップ及び企業化局長）
16:10‐16:50 講演②「韓国の大学における産学連携のねらいおよび今後めざすべき戦略」

キム・ヒテ氏（韓国科学技術院（ＫＡＩＳＴ）産学連携リーダー）

16:50‐17:25 講演③「名古屋大学における国際産学連携活動について」
阿部 正廣（名古屋大学 産学官連携推進本部国際連携部長）
神山 知久（名古屋大学テクノロジー・パートナーシップ所長）

17:25‐17:30 閉会挨拶 松尾 清一(名古屋大学 産学官連携推進本部長）

17:30‐ 交流会 (会費：3,000円） 野依記念学術交流館１Ｆにて

同時通訳付
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名古屋駅から名古屋市営地下鉄 「名古屋大学」下車
（東山線本山駅乗換、名古屋大学まで約30分）
金山駅から名古屋市営地下鉄 「名古屋大学」下車

名古屋大学国際産学セミナーお申し込み ＦＡＸ ０５２－７８８－６１４６

ご所属・役職 ご氏名 E‐mail セミナー 交流会

□ □

□ □

＊Webでお申し込みできない場合は、下記の申込書をFAXでご送付下さい。

「英国における大学に

対する科学技術政策」

駐日英国大使館 一等書記官

Kevin Knappett 氏

「グローバルな技術協力

モデルの進化」
ボーイング社

研究開発担当マネージャー

Steven E. Hahn 氏

「産学連携 ～米国の経済を

発展させるための新しい

相互協力モデル」 戦
ノースカロライナ州立大学

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ及び企業化局長

Billy B. Houghteling 氏

「韓国の大学における産学連携のねらい
および今後めざすべき戦略」

韓国科学技術院（KAIST)

産学連携リーダー

Hee-Tae Kim 氏

「名古屋大学における

国際産学連携活動について」

名古屋大学産学官連携推進本部

国際連携部長 阿部 正廣

「ノースカロライナにおける

国際産学連携活動について」

名古屋大学テクノロジー・パートナーシップ

所長 神山 知久

会場のご案内
野依記念学術交流館

講師のご紹介



 
資料３ 

名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 
臨床研究中核拠点・トランスレーショナルリサーチ拠点 

開設記念式典・講演会・祝賀会 
 
 

日 時：平成 25 年 2 月 16 日（土）13:00 –  
場 所：名古屋大学医学部附属病院中央診療棟３階講堂 

 
                プログラム 
 
13:00 – 14:00 
○開設記念式典 
（司会：医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター副センター長、 
    呼吸器内科学教授                 長谷川 好規） 
開会の挨拶   名古屋大学副総長・医学部附属病院長    松尾 清一 

挨拶      名古屋大学総長              濵口 道成 

挨拶      名古屋大学大学院医学系研究科長      髙橋 雅英 

来賓挨拶     文部科学省研究振興局長          吉田 大輔   
        厚生労働省医政局長            原  徳壽 
        慶応義塾大学名誉教授           猿田 享男 

        国立長寿医療研究センター総長       大島 伸一 
        愛知県医師会長              柵木 充明 
先端医療・臨床研究支援センター概要説明 

 医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター長    直江 知樹 
 
 
14:00－14:15         休憩 
 
 
○記念講演会 
（司会：医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター副センター長、 
    脳神経外科学教授                 若林 俊彦） 
14:15－14:30（15 分） 
セッション 1  
「名大病院におけるトランスレーショナルリサーチのあゆみ」 

名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センターの活動報告 
     名古屋大学副総長・医学部附属病院長     松尾 清一  
 
 



14:30－16:10（15 分講演、5 分質疑応答） 
セッション 2 

１.  「本邦における TR の現状と今後の展望」（仮題） 
      文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長    板倉 康洋 

２. 「本邦における臨床研究中核拠点形成の将来像」（仮題） 
      厚生労働省医政局治験推進室長          山田 雅信 
  ３. 「医師主導臨床研究の行方」 
      株式会社 CTD 代表取締役社長            小林 史明 

４.  “University Hospital Alliance for Life Science Innovation 
& Global Network” 

      先端医療振興財団臨床研究情報センター長        福島 雅典 
５.  「レギュラトリーサイエンスの今後」（仮題）     

      独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長       近藤 達也 

 
16:10－16:20 

閉会の挨拶  名古屋大学大学院医学系研究科教授       祖父江 元 

 
 

16:20－17:00  
先端医療・臨床研究支援センター施設見学 
         名古屋大学医学部附属病院教授          水野 正明 
 
 

17:00〜 
○祝賀会（医学部医系研究棟１号館地下１階会議室） 







（機関名：名古屋大学 申請類型：オールラウンド型 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称：PhD プロフェッショナル登龍門                    ）  
 

 

 

 

学位プログラムの概念図 
（優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーとして養成する観点から、コ
ースワークや研究室ローテーションなどから研究指導、学位授与に至るプロセスや、産学官等の連携による実践性、
国際性ある研究訓練やキャリアパス支援、国内外の優秀な学生を獲得し切磋琢磨させる仕組み、質保証システムなど
について、学位プログラムの全体像と特徴が分かるようにイメージ図を書いてください。なお、共同実施機関及び連
携先機関があるものについては、それらも含めて記入してください。） 
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熟成期間：３年次 

 

•アメリカに学ぶ多文化共生、新産業育成 

•グローバルなネットワーク作り 

•本学ノースカロライナ州拠点NU Techで開催 

• ノースカロライナ州立大学と提携、４週間の実践的集中講義 

ノースカロライナ・アンビションキャンプ 

国際性と文化への理解 

コミュニケーション・ 
マネジメント力 

ディベート・自己表現力 

内容：新産業創造のあり方、起業家精神、 
企業社会でのコミュニケーション、実践的英語教育、 
インターンシップ 

１年          ２年          ３年          ４年          ５年      ３年 

目的：キャリアパスに関するイメージの獲得 
    PhDプロフェッショナルを目指す熱意の向上 

9/17 



Sunday Monday Tuesday Wednesday
2013/3/3 2013/3/4 2013/3/5 2013/3/6

Breakfast 8
9

10
11

Lunch 12
1
2
3
4

Dinner 5
Evening PM

2013/3/10 2013/3/11 2013/3/12 2013/3/13
Breakfast 8 Ski   or    Shop

9
10
11

Lunch 12 lunch out
1
2
3
4

Dinner 5
Evening PM

This is a draft schedule and is subject to change. Ideas, events, and dates listed here are not guaranteed deliverables.

Eat out  -
pack for

departure

Travel to
Raleigh

Box Lunch

Outlet
MallEvaluation

Company Visits
* Externships

(Break out teams)

Preparation and
Practice

O
pt

io
na

l S
K

I T
rip

rest / free

Dinners at various restaurants
Banquet

Washington Sites
(Capital Tour)

Free - Optional Activities (Games, movies)

W
ee

k 
2

Breakfasts at Student Dining Hall

Morning

Company Visits
* Externships

(Break out teams)

Company Visits
* Externships

(Break out teams)
Afternoon

Presentations
Group Process

(in Japanese)

Night Bus Tour

Washington
Sites

Lunches

Travel to
Washington DC

Week 2 2013/3/14 2013/3/15 2013/3/16

Welcome *
Orientation Lectures - B

Breakfasts at Student Dining Hall

Lectures - A

Dinners at Dining Hall
Dinner with US families Free  (Dinner out)

Free - Optional Activities

Friday

Network Lunch

2013/3/7 2013/3/8

Afternoon
Campus and
City Tours  -

Area Museums
Lectures - C Lectures - EW

ee
k 

1

rest / free

Saturday

Morning

2013/3/9

Team-Building Challenge
& Leadership
Development

Lectures - D

Group Projects
(Day 1)

Group Projects
(Day 2)

DRAFT Nagoya University's Short Leading Program at NC State University March 2013
Thursday







2011年3月に民政移管し、6000万人を超える豊富な労働力と資源を有するミャンマーは、アジア最後のフロンティア

とし 世界各国から注目を浴び る れま 欧米 経済制裁により先進国 中 は唯 本が から

2013年1月18日 名古屋大学

として世界各国から注目を浴びている。これまで欧米の経済制裁により先進国の中では唯一日本がミャンマーからの

留学生を受け入れてきたため、ミャンマー政府・大学幹部の多くは日本留学経験者で、日本のプレセンスは非常に高い。

これまで、名古屋大学は、ミャンマーに対して人材育成無償支援（JDS）事業

により市場経済化に必要な法整備のための人材や、アジア諸国のナショナル・

リーダーを養成するヤング・リーダーズ・プログラム（YLP）により医療行

政に携わる人材を育成してきた。

2012年9月中旬から、鮎京正訓理事・副総長を団長とする名古屋大学代表団を

１．ヤ１．ヤンゴン大学との全学学術交流協定の締結ンゴン大学との全学学術交流協定の締結

ヤンゴン大学は、1920年に設立された教育省傘下のミャンマーで最も古い
立大学 究科から構成される大学院大学 ある 在 教育省傘

ミャンマーに派遣し、Mya Aye教育大臣と面会し、今後本学として民主化、経済

改革、産業開発等に貢献するために、下記の取り組みを実施する。2013年1月下

旬には、濵口道成総長を団長とする名古屋大学代表団を派遣し、ヤンゴン大学お

よびヤンゴン第一医科大学との今後の協力関係について協議を行う。■Mya Aye教育大臣訪問

国立大学で、20研究科から構成される大学院大学である。現在、教育省傘下の

総合大学に対して欧米の大学からのアプローチはあるが、日本の大学からはま
だなく、2013年6月にミャンマーの総合大学と名古屋大学が日本の大学として
初めて学術交流協定を締結することを目指す。

当面は、教員交流からはじめ、まずは法学分野から共同研究を推進する。具
体的には、学術会議の開催やリサーチペーパーの作成を共同で行う。ミャンマー
側からは、法学の他には国際関係、そして物理、化学、数学などの自然科学分
野での学術交流も期待されている。

■ヤンゴン大学

２２．．ヤンゴンヤンゴン大学内での大学内での「ミャンマー・日本法律研究センター」「ミャンマー・日本法律研究センター」の設置の設置

民政移管し、急速に市場経済化を推進するミャンマーは、関連する分野の法
整備が必要である。1988年以降2000年まで大学が断続的に閉鎖され、法整備

に携わる人材育成を強化する根本的な法学教育改革が必要である。学術交流
協定の下、ヤンゴン大学内に「ミャンマー・日本法律研究センター」を設置し、
法学教育支援を行う。現地コーディネーター1名を配置し、日本から派遣された

大学教員・実務家による短期集中セミナー等を開催することにより、法学部教員
大学院生 対する 本法 情報 信拠点 する また 本 向 たや大学院生に対する日本法の情報発信拠点とする。また、日本に向けたミャン

マー法情報発信拠点としても活用する。

３．名古屋大学全学同窓会ミャンマー支部設立３．名古屋大学全学同窓会ミャンマー支部設立

すでにミャンマーでの名古屋大学の同窓生は50名を超えており、大学学長や

政府幹部として各方面で活躍しており、名古屋大学全学同窓会ミャンマー支部
を設立する。同時に、上述の「ミャンマー・日本法律研究センター」をミャンマー支
部の拠点とする。

■ミャンマー・日本法律研究センター

予定地

その他、法務省、JICAが法律起草支援とそのための人材育成支援を開始す
る予定である。また、中部経済連合会は2012年9月、30名を超える経済視察団を
派遣し、ミャンマーを大変注目している。さらには、2013年1月に、麻生太郎副総
理兼財務・金融担当大臣がミャンマーを訪問された。

本学は、今後政府およびこれらの機関と産学官連携を図りながら、留学生の受
け入れ、現地での法情報の提供、名古屋大学など日本留学組との交流支援など
を通じて、当面する課題に積極的に取り組む。

■名古屋大学同窓生

kouho2
テキストボックス
資料５



チュラポーン研究所・チュラポーン大学院大学 

 
Chulabhorn Research Institute(CRI)、Chulabhorn Graduate Institute(CGI)ともにタ 
イ国王室の第三王女 Professor Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn Mahidol が運営される 
Chulabhorn Foundation によって設置されたものである。 
CRI（チュラポーン研究所）は、「人類の生活を改善する」高い目標を掲げ、1987 年に設 
置されて以来、世界で注目されるような多くの研究成果を挙げてきた。現在 CRI は生活に 
かかわる基礎的・応用的研究を行っており、化学、生物医学、環境毒物学、生物工学の 4 
分野を中心に下記の 9 つの研究グループが各種の研究プロジェクトに取り組んでいる。 
 
Chemistry Research 
- Laboratory of Natural Products 
- Laboratory of Medicinal Chemistry 
- Laboratory of Organic Synthesis 
Biomedical Research 
- Laboratory of Biochemistry 
- Laboratory of Chemical Carcinogenesis 
- Laboratory of Immunology 
- Laboratory of Pharmacology 
Environmental Toxicological Research 
- Laboratory of Environmental Toxicology 
Biotechnological Research 
- Laboratory of Biotechnological 
 
CGI（チュラポーン大学院大学）とは、CRI の教育機能を有している機関であり、2005 
年に設置されたものである。CGI は生物学、化学、医学の分野における新しい趨勢に応じ 
て環境と健康(Environment & Health)、ケミカルバイオロジー(Chemical Biology)、環境 
毒物学(Environmental Toxicology)の 3 つの融合的・学際的な専攻を設けており、タイ国 
内のみならず海外の学生にも大学院教育を行っている。CRI の研究者は CGI の教育を担 
当している。 
 
※名古屋大学とチュラポーン研究所・チュラポーン大学院大学とは、2008 年 1 月 23 日に

全学間学術交流協定を締結。タイにおいて調印式を行った。この度の来訪は、同協定の更、

新に係る調印のために来訪するものである。 
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大学生にとって留学が身近な選択手段になってきた今日、「何」を目的に留学計画を立てていますか？

留学＝語学学習・異文化体験という従来の留学目的に魅力を感じますか？  各自の専門分野・問題意識を追求した名古屋大学生の

ユニークな留学経験＝Story Abroad と今必要とされるアジアに精通した人材育成を踏まえて、「留学するのは何のため？」、「留学

経験者に問われること」を一緒に考えていきます。
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Come in Welcome

East West

総合司会：岩城 奈巳　名古屋大学 留学生センター 准教授
挨　　拶：渡辺 芳人　名古屋大学 理事・副総長

【第１部】留学経験発表（交換留学）
「その留学でしか得られなかったもの : Story Abroad」
梅村 亜希 　経済学部　3年　ガジャマダ大学 （インドネシア）
青木 雅弥 　理 学 部　4年　コペンハーゲン大学（デンマーク）
杉江 良祐 　工 学 部　4年　シンシナティー大学（アメリカ ) /
　　　　　　　　　　　　　  慶熙大学（韓国）夏短期

【第２部】講演　
「企業のグローバル人材ニーズと留学生の就職トレンド」
~アジア時代を生き抜く人材になるため～
株式会社ディスコ　奥村 倫也

【第３部】パネルディスカッション
「何のために留学をするか / 留学経験者に問われること」
■ ディスカッションファシリテーター　
星野 晶成　名古屋大学 留学生センター 特任助教

■ パネリスト （発表者・講演者）

【懇談 + パネル展示見学】 

総合司会：岩城 奈巳　名古屋大学 留学生センター 准教授
挨　　拶：渡辺 芳人　名古屋大学 理事・副総長

【第１部】留学経験発表（交換留学）
「その留学でしか得られなかったもの : Story Abroad」
梅村 亜希 　経済学部　3年　ガジャマダ大学 （インドネシア）
青木 雅弥 　理 学 部　4年　コペンハーゲン大学（デンマーク）
杉江 良祐 　工 学 部　4年　シンシナティー大学（アメリカ ) /
　　　　　　　　　　　　　  慶熙大学（韓国）夏短期

【第２部】講演　
「企業のグローバル人材ニーズと留学生の就職トレンド」
~アジア時代を生き抜く人材になるため～
株式会社ディスコ　奥村 倫也

【第３部】パネルディスカッション
「何のために留学をするか / 留学経験者に問われること」
■ ディスカッションファシリテーター　
星野 晶成　名古屋大学 留学生センター 特任助教

■ パネリスト （発表者・講演者）

【懇談 + パネル展示見学】 

2013 年
3月19日（火）

主催：名古屋大学留学生センター海外留学室

後援：株式会社ディスコ

※資料準備のため、参加希望者は ①氏名 ②所属 

③連絡先（pc メール）をメールまたは電話にてご連絡下さい

連絡先：TEL 052-789-4594 

Email : abroad@ecis.nagoya-u.ac.jp ( 海外留学室 )

文系総合館 7階　カンファレンスホール

9:30-12:30（受付開始 9:00）

名古屋大学 留学シンポジウム

kouho2
テキストボックス
資料７
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

4日(月)、
15日(金)

役員会

19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(水)
教授会(経済学部・経済学研究科、医学部・医学系研究科、農学部・生命農学研究
科、環境学研究科)

13日(水) 教授会(法学部・法学研究科)

14日(木) 教授会(文学部・文学研究科、国際開発研究科)

15日(金)
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)

20日(水)
教授会(経済学部・経済学研究科、医学系研究科、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)

21日(木) 教授会(創薬科学研究科)

22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)

27日(水)
教授会(情報文化学部、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25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

11月5日(月)～
3月8日(金)
(土・日・祝日休
館)

博物館野外観察園セミナーハウス
展示「蟲魚圖譜 —解剖学者奈良
坂源一郎の博物画」

場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月23日(金)～
2月2日(土)
(日・月曜日休
館)

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

博物館事務室
052-789-5767

2月2日(土)、
2月23日(土)、
3月9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

3月9日(土)　発表会

博物館事務室
052-789-5767

場所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(名古屋市中
区)
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

2月2日(土)
［第9回］
時間：15：30～17：00
講演題目：「サイエンスと産業の関係は？」
講演者：武田　穰(産学官連携推進室教授)

2月9日(土)
［第10回］
時間：14：00～14：50
講演題目：「サイエンストークを運営する」
講演者：大住克史(リサーチ・アドミニストレーション室研究員)
［第11回］
時間：15：00～15：50
講演題目：「サイエンストークを企画する」
講演者：戸次真一郎(リサーチ・アドミニストレーション室研究員)
［第12回］
時間：16：00～16：50
講演題目：「インターネット中継にチャレンジ」
講演者：藤吉隆雄(産学官連携推進室特任助教)

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：「博士に必要なスキル」、「プレゼンテーションスキル研修」
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

2月5日(火)～
5月10日(金)
(日・祝日休館)

附属図書館医学部分館
第3回ミニ展示会
「不思議！？解剖図－ヴェサリウ
スから奈良坂源一郎まで－」

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、3/21～30の平日は9：00～17：00)、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

2月9日(土)～
3月9日(土)
(日・月曜日休
館)

第26回博物館企画展
「ボタニカルア－トと明治の博物
画」

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

2月7日(木) 大学文書資料室シンポジウム

場所：シンポジオンホール
時間：13：00～17：00
テーマ：「東海大地震からアーカイブズをどう守るべきか－震災への
保存と地域連携を考える－」
講演題目：「大震災と地域歴史遺産－災害に強い地域文化形成に
おける大学の役割－」
講演者：奥村　弘氏(神戸大学教授)
講演題目：「在野のアーキビスト論と民間所在資料の保全をめぐっ
て」
講演者：大国正美氏(株式会社神戸新聞社次長)
講演題目：「民間所在資料散逸の要因」
講演者：西村慎太郎氏(国文学研究資料館准教授)
対象：一般
参加費：無料

大学文書資料室
052-789-2046

2月2日(土)、
2月9日(土)

あいちサイエンス
コミュニケーション・セミナー
［第9回］［第10回］
［第11回］［第12回］

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



2月12日(火)、
3月5日(火)

げんさいカフェ
－Gen Science Café－
［第21回］［第22回］

場所：カフェフロンテ
時間：18：00～19：30
テーマ：研究者と市民とが対話するサイエンスカフェ
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

［第21回］
講演者：宮腰淳一(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)
内容：災害時のライフライン関連

［第22回］
講演者：倉田和己(減災連携研究センター寄附研究部門助教)

減災連携研究センター
052-789-3468

2月12日(火)
平成24年度
医学部附属病院災害訓練

場所：医学部附属病院
時間：14：00～16：00
内容：名古屋市内で震度6弱の地震が発生したと想定して訓練を実
施し対応を習得する
対象：医学部附属病院全職員(全職種)

医学部経理課
052-744-2789

2月12日(火) 国際産学官連携セミナー

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：13：30～17：30
講演題目：「英国における大学に対する科学技術政策」
講演者：ケビン・ナペット氏(駐日英国大使館一等書記官)
講演題目：「グローバルな技術協力モデルの進化」
講演者：スティーブン・ハーン氏(ボーイング社研究開発担当マネー
ジャー)
講演題目：「産学連携－米国の経済を発展させるための新しい相互
協力モデル」
講演者：ビリー・ホーテリング氏(ノースカロライナ州立大学イノベー
ションパートナーシップ及び企業化局長)
講演題目：「韓国の大学における産学連携のねらいおよび今後めざ
すべき戦略」
講演者：キム・ヒテ氏(韓国科学技術院産学連携リーダー)
講演題目：「名古屋大学における国際産学連携活動について」
講演者：阿部正廣(産学官連携推進室特任教授)、神山知久(同特任
教授)
対象者：一般
定員：200名
参加費：無料

研究協力部社会連携課
052-788-6145

2月13日(水)
国際経済政策研究センター・
キタン会
第16回名古屋ビジネスセミナー

場所：日本経済新聞社名古屋支社会議室(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「グローバル化する保健医療」
講演者：渋谷健司氏(東京大学教授)
対象：一般

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

2月15日(金)
複合材シンポジウム13
(テクノ・シンポジウム名大)

場所：野依記念学術交流館1階
時間：13：30～18：00
内容：講演、研究発表
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16日(土)、
3月9日(土)

博物館コンサート

場所：博物館展示室
時間：14：00～15：00
参加費：無料

2月16日(土)
テーマ：「悠久のインドクラシック音楽－サントゥール＆タブラ」
演奏曲目：「シルクロード」、「ラーガ・パハドゥ－ヒマラヤの山－」、
「ガット in パハドゥ－広がる山々の風景－」他
出演：安藤真也氏(サントゥール)、原口　順氏(タブラ)

3月9日(土)
テーマ：「愛と自然のバロック音楽－イギリス、フランスの香り－」
演奏曲目：「グリーンスリーブス」作者不詳、「かつて木陰ほど(Ombra
mai fú)」ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、「森の妖精」「蜜蜂」フラン
ソワ・クープラン他
出演：加藤佳代子氏(ソプラノ)、杉浦道子氏(チェンバロ)

博物館事務室
052-789-5767



2月16日(土)

医学部附属病院先端医療・臨床
研究支援センター
臨床研究中核拠点・トランスレー
ショナルリサーチ拠点
開設記念式典、講演会、祝賀会

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂、医学部医系研究棟1号
館地下1階会議室
時間：13：00～
講演題目：「名大病院におけるトランスレーショナルリサーチのあゆ
み」
講演者：松尾清一(医学部附属病院長)
講演題目：「本邦におけるTRの現状と今後の展望(仮題)」
講演者：板倉康洋氏(文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長)
講演題目：「本邦における臨床研究中核拠点形成の将来像(仮題)」
講演者：山田雅信氏(厚生労働省医政局治験推進室長)
講演題目：「医師主導臨床研究の行方」
講演者：小林史明氏(株式会社CTD代表取締役社長)
講演題目：「University Hospital Alliance for Life Science Innovation
& Global Network」
講演者：福島雅典氏(先端医療振興財団臨床研究情報センター長)
講演題目：「レギュラトリーサイエンスの今後(仮題)」
講演者：近藤達也氏(医薬品医療機器総合機構理事長)
参加費：無料

医学部総務課
052-744-1901

2月18日(月)
総合保健体育科学センター
セミナー

場所：ES総合館1階ES会議室
時間：13：30～16：30
テーマ：「現代の日本社会と青年の自殺問題について考える」
講演題目：「現代の日本における自殺と社会について…社会学の古
典の見方から」
講演者：阪本俊生氏(南山大学教授)
内容：講演、指定発言、討論会
対象：一般
参加費：無料

総合保健体育科学センター
052-789-5778

2月20日(水)、
27日(水)

体験講座
「初めての博物画
－ボタニカルアート」

場所：博物館講義室
時間：13：00～15：30
講師：東海林富子氏(植物画家)
定員：20名
対象：初心者(2日間とも参加可能な方)
参加費：1,000円(材料費)

博物館事務室
052-789-5767

2月20日(水)
2012年度第5回
農学国際教育協力研究センター
オープンセミナー

場所：農学部1階第7講義室
時間：10：00～11：30
講演題目：「アフリカの農業研究の発展に対する国際熱帯農業研究
所(IITA)の役割」
講師：ウテランヤ・サンギンガ氏(国際熱帯農業研究所長)
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

2月20日(水)
高等教育研究センター
第65回客員准教授セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～18：00
講演題目：「学生の学習成果をどう測るか」
講師：柳　志憲(高等教育研究センター外国人研究員)
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5696

2月23日(土)、
24日(日)

名古屋市科学館共催事業
第4回地球教室

場所：名古屋市科学館(2/23)、蒲郡市生命の海科学館、三田石材
(2/24)
時間：14：00～16：30(2/23)、9：00～16：00(2/24)
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(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

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

2月26日(火) 第87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
講演者：津久井　進氏(弁護士)
内容：災害と法律
定員：120名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468



2月26日(火)
平成24年度第11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：13：00～14：30
講演題目：「セキュリティの専門家でない開発者にとってのセキュリ
ティ－おサイフケータイの開発と運用の事例を通して考える」
講演者：栗田太郎氏(フェリカネットワークス株式会社統括課長)
内容：FeliCa、おサイフケータイの基本技術、事例、課題と対策を紹
介しながら、 セキュリティの専門でない一般的な開発者にとってのセ
キュリティについて考えていく
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

情報推進部情報推進課
052-789-4368

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
内容：講演、セッション
講演題目：「学生の主体的学びをどう促すか」
講演者：川島啓二氏(国立教育政策研究所総括研究官)
対象：一般
参加費：無料

高等教育研究センター
052-789-5696

3月2日(土) 博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「彫刻と自然」
講演者：絹谷幸太氏(名古屋芸術大学非常勤講師)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月3日(日)
東海圏減災研究コンソーシアム
設立記念行事

場所：野依記念学術交流館
時間：10：30～18：30
講演者：中島正愛氏(京都大学教授)

減災連携研究センター
052-789-3468

3月9日(土)、
3月23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：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

3月9日(土)
医学部附属クリニカル・シミュレー
ションセンター
開設記念式典、記念講演会

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：10：00～12：00
講演者：高橋優三氏(岐阜大学名誉教授)
定員：100～150人
参加費：無料

医学部総務課
052-744-2480

3月9日(土)
可視化情報学会主催
文化フォーラム・名古屋

場所：ES総合館1階ESホール
時間：14：00～16：30
テーマ：「可視化が拓く科学の世界(ふしぎな現象を見てみよう)」
講演題目：「『超はっ水』のふしぎ－はすの葉のように水玉コロコロ」
講演者： 齋藤永宏(グリーンモビリティ連携研究センター教授)
講演題目：「新しい光『テラヘルツ』のふしぎ－見えないものが見え
る？」
講演者： 川瀬晃道(エコトピア科学研究所教授)
講演題目：「飛行機のふしぎ－つばさの圧力を見てみよう」
講演者： 江上泰広氏(愛知工業大学准教授)
講演題目：「ぶつかっても安全な車のふしぎ－衝突の瞬間を見てみ
よう」
講演者： 水野幸治(工学研究科教授)
定員：190人
対象：小学生から一般
参加費：無料

工学研究科
教授　新美智秀
052-789-2791

3月19日(火)
留学生センター
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
講演題目：「企業のグローバル人材ニーズと留学生の就職トレンド
－アジア時代を生き抜く人材になるため－」
講演者：奥村倫也氏(株式会社ディスコ)
内容：留学経験発表、講演、パネルディスカッション
対象：学生、教職員

留学生センター
准教授　岩城奈巳
052-789-2196

3月19日(火) 教育学部附属中学校卒業式 場所：教育学部附属中・高等学校
教育学部附属中・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680



3月25日(月)～
7月20日(土)
(日・月曜日休
館、3月25日
(月)臨時開館)

第17回博物館特別展
「くじら・クジラ・鯨」

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
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