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６．平成２５年度名古屋大学鶴舞公開講座について 

 

７．あいちサイエンスフェスティバルについて 

 

８．第９回ホームカミングデイについて 

 

９．今後の本学の行事予定                  （資料５）         

 

10．その他 

   次回開催日等について 



資料１ 

2013 年 1 月 29 日 
各位 

TEDxNagoyaU 企画書 

TEDxNagoyaU 実行委員会 
１．開催にあたって 
 ＜概要＞ 
  名称 ：TEDxNagoyaU 2013 
  テーマ：Bridge the Gap 
  主催者：TEDxNagoyaU 実行委員会 
  開催日：2013 年 11 月 24 日（日） 
  場所 ：名古屋大学内ＥＳ館ＥＳホール 
 
 ＜目的＞ 
   最先端の研究をしている人たちが知る世界と、私たちの生きている世界の間の橋渡しをす

る。また、両方の世界が共存する大学という場で、社会に貢献するアイデアを広めることで、

大学の果たすべき役割を提案する。 
   中でも、今回は社会問題に焦点を当てる。あらゆる分野において、最先端の研究がなされ、

これからの社会を担う若者が集まる大学で、社会に貢献するアイデアを広めることで、名古

屋大学が目指す、「社会の要請に応え得る人材の育成」の一助となる。 
 
２．TED について 
＜TED とは？＞ 
  TED とは 1984 年に設立された、世界的なプレゼンテーションのカンファレンスです。こ

のカンファレンスは１年に１度、アメリカのカリフォルニア州で開催され、４日間で約 70
名が登壇します。TED とは、テクノロジー、エンターテイメント、デザインの頭文字を表

し、未来を作るための「価値あるアイディアを広める（ideas worth spreading）」という目

的をもっています。 
  このカンファレンスでは、様々な分野のスピーカーが登壇します。そのため、参加者とス

ピーカーは思いもよらない関係性を発見し、新たなインスピレーションを得ることで、さら

にアイディアを膨らますことができるのです。 
  TED においては、アイディアの価値が重要視されます。そのため、カンファレンスに登

壇するスピーカーは、無名の人も数多くいます。しかし、過去にはビル・ゲイツやアル・ゴ

アなど著名な人物も登壇しています。 
また、2006 年より、このプレゼンテーションの動画は TED Talks としてインターネット

上で公開されており、1300 本以上の動画を誰でも見ることができます。 
（URL：http://www.ted.com/talks） 

 



 ＜TEDx とは？＞ 
   TEDx とは、「ideas worth spreading」のという TED の精神のもとに世界各地で発足し

ているコミュニティです。イベントの内容は、TED カンファレンスと同様のものですが、

運営は各地域で個別に行われており、スピーカーの選定なども、独自で行っています。 
   また、この TEDx イベントは、スピーカーによる講演と TED Talks の上映によって構成

され、比較的少人数の参加者同士が、ディスカッションを行いつつ、横のつながりを広げて

いくことを目指しています。 
 
 
３．TEDxNagoyaU 実行委員会について 
  TEDxNagoyaU 実行委員会は、国立大学法人名古屋大学内の組織として、活動しています。

また、この実行委員会は名古屋大学を中心とした愛知県内の大学生によって構成されています。 
 実行委員長 山口涼（名古屋大学工学部 2 年） 
  副委員長 海津暸一（名古屋大学工学部 3 年） 

中尾太一（名古屋大学工学部 2 年） 
  実行委員 安藤駿（名古屋大学経済学部 2 年） 
     大山崇之（名古屋市立大学人文社会学部 3 年） 
     小野瀬良佑（名古屋大学工学部 1 年） 
     加藤万結子（中京大学経営学部 1 年） 
     久保山佳華 
     小林克至（名古屋大学農学部 2 年） 
     澤田詩織（南山大学経営学部 1 年） 
     舟橋美有（名古屋市立大学経済学部 3 年） 
       山内優太（名古屋大学経済学部 2 年） 
     渡辺鮎美（名古屋市立大学薬学部 3 年） 



１．経過報告
〇スピーカー・パフォーマー決定
登壇者氏名：伊藤孝紀（名古屋工業大学大学院准教授）登壇者氏名：伊藤孝紀（名古屋工業大学大学院准教授）

テーマ ：名古屋のまちづくり

登壇者氏名：唐澤 穣（名古屋大学大学院環境学研究科

教授））

テーマ ：行動心理学から見た認知の仕組み



１．経過報告
〇スピーカー・パフォーマー決定
登壇者氏名：高野義彦（物質・材料研究機構）登壇者氏名：高野義彦（物質・材料研究機構）

テーマ ：お酒による超伝導と送電ロスのない電力供給

登壇者氏名：武田昌大（トラ男プロデューサー）

テーマ ：生産者と消費者が直接つながる農業と５０年

後の日本の農業



１．経過報告
〇スピーカー・パフォーマー決定
登壇者氏名：田村耕太郎登壇者氏名：田村耕太郎

テーマ ：日本人が海外へ出ていくことの必要性

登壇者氏名：永野直（袖ヶ浦高等学校教諭）

テーマ ：iPadを用いた授業による情報通信技術の習得



１．経過報告
〇スピーカー・パフォーマー決定
登壇者氏名：長谷川貴美（株式会社White Ship代表取締役）登壇者氏名：長谷川貴美（株式会社White Ship代表取締役）

テーマ ：アートをコミュニケーションの一種と捉えること

で、発揮される人々の創造性で、発揮される人々の創造性

登壇者氏名：浜田仁（オムロン株式会社）浜 （ 式 ）

テーマ ：女性パイオニアのあり方

～これからの女性社会進出に向けて～



１．経過報告
〇スピーカー・パフォーマー決定
登壇者氏名：堀 勝（名古屋大学大学院工学研究科登壇者氏名：堀 勝（名古屋大学大学院工学研究科

電子情報システム専攻教授）

テーマ ：プラズマを用いた癌治療テ マ ：プラズマを用いた癌治療

登壇者氏名：6-dim+（ロクディム）（ ）

テーマ ：即興芝居によるパフォーマンス

～個のアイデアが混ざり合って生まれるもの～



～学生スピーカーオーディション～

１．開催概要
開催日 ：2013年10月6日（日）

開催場所：名古屋大学 ES館 ESホ ル開催場所：名古屋大学 ES館 ESホール

開催目的：11月24日（日）に開催する、TEDxNagoyaU

の際に登壇する学生スピーカー2名を決

定する。定



～学生スピーカーオーディション～

２．実施方法

部門制
デ・アカデミック部門

・・・・大学での研究など

・アクティビティ部門

・・・・部活動 サークル活動など・・・・部活動、サ クル活動など

各部 名 計 名を する⇒各部門から1名、計2名を選出する。



～学生スピーカーオーディション～

２．実施方法

一次審査 （書類選考）
プ・Web上にて公開するアプリケーションフォームの

登録内容によって審査し、各部門5名、計10名を

選出する。

・・・応募人数→10名



～学生スピーカーオーディション～

２．実施方法

二次審査 （オーディション）
デ・10月6日に一次審査を通過した者によるオーディ

ションを開催。スピーカーは10分間のプレゼンを

行う。その内容を審査し、各部門1名、計2名を選

出する出する。

名 名・・・10名→2名



～学生スピーカーオーディション～

３．広報について

メディア
・中日新聞・中日新聞

・NHK

⇒学生スピーカーオーディション当日（10月6日）は

デ上記のメディアにより取材をしていただく予定。



～学生スピーカーオーディション～

４．実施計画
8/26～9/16 スピーカー公募

9/17～9/20 一次審査9/ 7 9/ 0 次審査

9/21～10/5 一次審査通過者へのフィードバック

10/6 学生スピーカーオーディション本番10/6 学生スピ カ オ ディション本番

10/6～10/10    二次審査

10/11～11/23 二次審査通過者へのフィ ドバック10/11～11/23  二次審査通過者へのフィードバック

11/24   TEDxNagoyaU本番



資料２ 
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 

代謝病態学寄附講座 

設 置 期 間          

 

平成２２年１０月１日～平成２５年９月３０日 

平成２５年１０月１日～平成２７年９月３０日（期間更新） 

 

 

担 

当 

教 

員 

 

 

 職   名 

 

ふ り が な      

氏   名 

        任  用  期  間 

    （前        職） 

  備  考 

 

 

寄附講座准教授 

はまだ   ようじ 

濱田 洋司 

平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ 7 年 ９ 月 ３ ０ 日                   

( 名 古 屋 大 学 医 学 系 研 究 科  寄 附 講 座 准 教 授 )                   

H25.10.1から 

２年延長 

 

寄附講座講師 

ながさき   ひろし 

長崎  弘 

平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ３ ０ 日                   

( 名 古 屋 大 学 医 学 系 研 究 科  寄 附 講 座 講 師 )                   

H23.3.31退職 

 

 

寄附講座助教 

せいの   ゆうすけ 

清野 祐介 

平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ 7 年 ９ 月 ３ ０ 日                   

( 名 古 屋 大 学 医 学 系 研 究 科  医 員 )                   

H25.10.1から 

２年延長 

 

寄 附 者 

寄附者名 株式会社三和化学研究所 代表取締役社長 山本 一雄 

所 在 地     愛知県名古屋市東区東外堀町３５番地 

 

 

寄 附 金 

 

 

 

寄附金額 

 

 

 

総 額 125,000千円 

(今回追加50,000千円) 

 

 

寄附の時期 

及 び 期 間      

 

 

平成22年9月から３年間 

（H22.9, H23.9, H24.9) 

平成25年9月から２年間 

（H25.9, H26.9) 

寄附金の 

支払方法 

現金で納入（総額75,000千円を平成22年9月から25,000千円ずつ3回、 

総額50,000千円を平成25年9月から25,000千円ずつ2回の分割納入。） 

 

 

 

教育研究 

 

の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 肥満を基礎とする一連の生活習慣病は、昨今の医療福祉政策における最重要課題である。本寄

附講座は、肥満に基づく生活習慣病の分子病態の探求とその予防・治療への臨床応用を主な目的

とする。 

 本寄附講座の前身である代謝性疾患学寄附講座では、肥満、高血圧、耐糖能異常、脂質代謝異

常、高脂血症など生活習慣病の危険因子が重積するメタボリックシンドロームを研究対象として

きた。平成17年10月に設立以来、脂肪細胞由来サイトカイン（アディポサイトカイン）の発現分

泌機序の解明、ヒト脂肪幹細胞由来脂肪細胞系の実験モデルとしての確立を中心に多岐にわたる

課題に取り組み、メタボリックシンドロームおよび関連する肥満・糖尿病などの疾患の病態解明

に多くの成果を得た。 

本寄附講座では、これらの蓄積された知見を礎石としてさらに研究を発展させ、生活習慣病の予

防・治療における臨床応用を目指す。主な研究課題として、以下を挙げる。 

１）肥満治療におけるＧ蛋白結合受容体作動薬の研究：これまでの細胞レベルの検討あるいは動

物モデルにおいて、アディポサイトカイン発現分泌・肥満・エネルギー代謝への関与が示唆され

た幾つかのＧ蛋白結合受容体について、その拮抗薬あるいは刺激薬のヒトへの応用に向けた展開

をはかる。 

２）肥満・糖尿病治療標的としてのmiRNAの検討：動物モデルで肥満・アディポサイトカイン発現

分泌に影響する可能性が示唆されたmiRNAに関して、発現調節・下流シグナル・肥満患者脂肪細胞

での発現を検討し、肥満および関連疾患の治療標的としてのmiRNAの可能性を探る。 

３）既存薬剤の肥満・糖尿病に対する新規作用機序に関する研究：基礎研究において胆汁酸代謝

を介して肥満・インスリン感受性を改善することを発見した既存薬剤に関して、患者における効

果を解析し、その臨床的意義を検討する。教育への関与として、病態内科学講座・糖尿病・内分

泌内科学のカリキュラムの一部を担当し、肥満・糖尿病を中心とした生活習慣病関連分野の教育

を担う。 

備   考 

 

 

 

 

 

平成２２年 ６月１６日   医学系研究科教授会承認 

平成２２年 ７月２３日   設置決定（総長承認） 

平成２３年 ３月 ２日   医学系研究科教授会承認（担当教員の変更） 

平成２３年 ３月１７日   総長報告（担当教員の変更） 

平成２５年 ７月 ３日   医学系研究科教授会承認（期間更新） 

平成２５年 ７月１８日   期間更新決定（総長報告） 
 



資料３ 

名古屋大学モンゴル事務所設立準備室開設等に関する 
合同式典について 

 
 ２０１３年１０月１０日にモンゴル国首都ウランバートル市の Tuushin ホテ

ルで名古屋大学モンゴル事務所設立準備室開設等に関する合同式典を開催しま

す。 
 
 本学は、モンゴルと２０年近く交流を進めて参りまして、それらの交流が実

を結びさらに加速されることを期待し、今回ウランバートル市で合同式典を実

施します。もっとも早く交流を進めていたのは法学部であり、２００６年９月

に日本法教育研究センターをモンゴル国立大学法学部内に設置し、日本語によ

る日本法が理解できる人材の育成に取り組んできました。博物館では、２００

９年９月にフィールドリサーチセンターをモンゴル科学技術大学に設置し、電

子顕微鏡や水質分析装置等を置き人材育成に勤めてまいりました。また、医学

系研究科では、２００３年より医療行政人材を教育するヤング・リーダーズ・

プログラムを開始し、これまでに１５名のモンゴル保健省職員を修士課程に受

入れ、現在モンゴルの保健政策の第一線で活躍しております。 
 このような交流を通じて、本学はモンゴル国の各機関（国立大学、国立科学

技術大学、国立健康科学大学、鉱物資源・エネルギー省鉱物資源石油局地質情

報センター、国立法律研究所、国立科学アカデミー地理研究所・哲学社会学法

学研究所・気象環境水文研究所）などと学術交流協定を締結するに至っており

ます。 
  
 
 合同式典の内容は以下のとおりです。  
１．第一回「PhD プロフェッショナル登龍門」入校式 
 昨年１０月に名古屋大学の教育・研究が評価されて、文部科学省の博士課程

教育リーディングプログラム（オールランド型）に採択されました。日本国内

で５大学だけ採択されているプログラムで、文系・理系の分野の垣根を越えて、

グローバル化する世界の最前線でトップリーダーとして活躍できる人材育成を

行う修士・博士課程の５年一貫教育プログラムです。本学のプログラムは、特

にモンゴル国を始めとするアジアを教育現場として鍛え育てるプログラムで、

対象学生に実施する最初のアジア研修（10 月 7 日～15 日）をモンゴル国で実施

し、それに併せて同国で入校式を開催します。  
２．名古屋大学教育学部附属高校・新モンゴル高校姉妹校協定調印式 
 新モンゴル高校は、２０００年に日本式教育方法を実践するために設立され

た高校で、設立以来国際物理オリンピック・国際化学オリンピックで銅メダル

等を受賞している。卒業者の本学への入学もあり、附属高校は以前より交流を

開始していたが、今回さらに交流を深めるべく姉妹校協定を結ぶものです。 
 



 
３．名古屋大学モンゴル事務所設立準備室看板上掲式 
 さらに本学の今後の教育・研究活動を促進されるための拠点として、名古屋

大学モンゴル事務所の開設（来年秋を予定）を目指しており、今回そのための

設立準備室を併設されている Tuushin ビジネスタワー内に同日開設いたします。

この事務所を拠点として、将来は「名古屋大学モンゴル海外キャンパス」を展

開していく予定です。 
 

○出張日程 
 2013.10.8（火） 名古屋発（韓国インチョン経由）ウランバートル着 
  2013.10.9（水） モンゴル国立科学技術大学訪問 
          モンゴル国立大学訪問 
          新モンゴル高校訪問 
  2013.10.10（木）モンゴル科学教育省訪問 
         モンゴル国立教育大学訪問 
         日本大使公邸訪問 
         合同式典 

2013.10.11（金）ウランバートル発（韓国インチョン経由） 名古屋着 
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フエ医科薬科大学で「フエ・名古屋大学内視鏡トレーニングセンター」開所式等を挙行 
 
 
「フエ・名古屋大学内視鏡トレーニングセンター」開所式を、9 月 12 日（木）にフエ医

科薬科大学において実施しました。 
開所式では、後藤教授の内視鏡センター開所についての挨拶の後、総長代理で渡辺理事

が名古屋大学とフエ医科薬科大学との交流の経緯と今後の発展について述べられました。

その後、フエ医科薬科大学及び本学関係者によるテープカット及び除幕式が行われ、引き

続き、センターの主要設備の見学会が実施されました。 
翌 13 日（金）には、消化器内視鏡ワークショップが開催され、同センターにおいて本学

医師が内視鏡の実践的な実技指導を行いました。 
また、開所式に先立って、ベトナムにおける消化器医療、内視鏡診断や治療手技の指導

等による貢献に対し、フエ大学から内視鏡トレーニングセンターの開設に尽力された、後

藤 秀実 医学系研究科消化器内科学教授に名誉教授が授与されました。 
 
フエ医科薬科大学とは、肝炎の共同研究を行うなど関係が深く、2012 年 10 月に医学部・

医学系研究科が学術交流協定を締結し、ベトナムの消化器内視鏡医の育成と病院の医療機

器を整備することにより、ベトナムの消化器医療の強化を目的としたプロジェクトに取り

組んでおります。本プロジェクトにより内視鏡技術の実践的な指導のため医師を派遣し、

又、日本の技術の習得のためフエ医科薬科大学から医師を迎えるなど交流も進んでおり、

今回の同センター開所により医療機器の整備が強化され先進的な内視鏡技術を駆使した検

査を行うことが可能となりました。 
今後も継続的に医師の人材交流が行われ、ベトナムの人材育成支援と地域医療の改善が

同センターを中心に一層加速することが期待できます。 
 
 
 



 

式典での記念撮影 名誉教授授与式の様子 

開所式テープカットの様子 内視鏡トレーニングセンター看板 
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総長メッセージ

　総長就任時に取り組むべき目標として濵口プランを発表し、2012 年度に至る 3 年間、その達成に努めて
まいりました。その成果と名古屋大学をとりまく諸情勢の変化に基づき、私の任期の後半に向けての課題を
濵口プラン ver. 2013 として整理しました。ここでは、「教育・研究・社会貢献」などの大学の活動の本体に
関わる活動や「附属病院・附属学校」の強化と並べて、「業務運営・財務内容」などマネジメントやガバナンスの
強化に関する課題も掲げました。
　私が宣言しました温室効果ガスの削減プランは、本報告書によって着実に目標達成に向かっていることがお分か
りいただけると思います。さらに、省エネルギーや廃棄物対策などの環境問題に関わる以前からの課題でも成果
を上げております。ここに至って、国際化の急速な進展と東日本大震災に伴うさまざまな問題が、名古屋大学が
取り組むべき課題を変化させてきました。特に南海トラフによる巨大地震へ備えるための防災は、本学をはじめ
とする日本の大学が世界の模範になるべきものです。さらに、学生諸君や教職員の皆様の勉学・研究・職場にお
ける環境と安全を一層向上させ、より快適で安全なキャンパスを作るためのマネジメントやガバナンスの強化も、
教育・研究など本学のあらゆる活動を支える基礎となる課題として取り組んでいきます。名古屋大学が環境問題に
加えて防災・キャンパスの安全などさまざまな問題でも世界で最も先進的な大学にすることで、世界中から多く
の若者が共に学ぶために集い、人類の未来を築くリーダーとして活躍する人材を輩出するよう努めてまいります。

2013 年 7 月
          名古屋大学総長
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環境報告書2013の編集にあたって

　名古屋大学は持続可能な社会の発展に向け、環境・安全・衛生に関わる活動の情報を公開し公正に対処するために、
毎年名古屋大学環境報告書を作成し公表しています。環境報告書は、ステークホルダーとして身分や形態を問わず、
名古屋大学のすべての学生・教員・職員・研究員等構成員の方々とその家族、卒業生、名古屋大学と教育・研究活
動を連携して行う企業・団体・公共機関等とその関係者、名古屋大学へ入学を希望する方、名古屋大学から人材を
受け入れる事業者、周辺地域の住民の皆様などを対象にしています。
　名古屋大学学術憲章の下に名古屋大学環境方針が定められ、これらの実現に向けて名古屋大学環境行動計画

（2012 年 6 月環境安全衛生推進本部会議承認）に従って継続的な改善に取り組んでいます。環境報告書 2013 は、
2012 年度におけるこのような活動とその結果を環境省「環境報告ガイドライン」（2012 年度版）および「環境報
告書の記載事項等の手引き第 2 版」（2007 年 11月）に準拠して報告するものです。個々の記載項目が環境方針
やガイドライン等とどのように関わるのかは、目次および末尾の対照表にまとめてあります。報告書のリーダビリティ
や記事の網羅性に関わる改善は、Topics の改善 、環境に関する教育・研究活動の一覧表の充実、見出しおよび
図表の色分けなどの工夫を通して実施しています。
　本書を通して、名古屋大学が引き続き取り組んでいる「CO2 排出量削減」「水使用量削減」「廃棄物排出量削減」

「化学物質管理強化」等の各項目の進捗状況と、PDCA サイクルに基づく継続的な改善の様子を理解していただく
ように努めました。さらに、総長メッセージにありました本学のマネジメントとガバナンスの強化への取り組みを理
解していただけるよう記事の充実に努めました。このためには、今年度から環境報告書を大学の社会的責任 USR

（University Social Responsibility）に関する問題まで扱い、公表していくためのツールとして発展させていくた
めの第一歩とすることを目指しました。
　本年度も記載内容の正確さとその質を保証するために、さまざまな立場のステークホルダーの中から委嘱された
委員による自己点検評価を行いました。この自己評価に加えて、ほかの大学関係者の目を通して記事を向上させる
取り組みも始めました。今回は、国立大学法人三重大学との間でお互いの環境報告書について意見交換の結果に
基づき、記事を改訂しました。このような活動を通して、環境報告書の編集に従事する者の向上にもつなげたいと
考えています。
　本報告書は、「名古屋大学環境報告書の作成に関する検討ワーキンググループ」が企画・内容検討・編集を行い
ました。名古屋大学施設管理部の担当課が、編集に付随する諸作業および名古屋大学広報室等の協力を得ながら
資料の収集を行いました。さらに編集作業は ( 有 ) メディアードにも協力いただきました。ご尽力いただきました関
係者の皆様に感謝いたします。報告書は冊子版として公開するほか、Web 版として名古屋大学ホームページ上にも
公開します。ダイジェスト版（日本語・英語）を作成し新入生および留学生に配布します。

2013 年 9 月
名古屋大学環境報告書の作成に関する検討ワーキンググループ主査

村田 静昭
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表紙写真について

2013年3月、東山キャンパスに完成した
「研究所共同館」は、設計段階から名古屋
大学で初めてコミッショニングプロセスを
取り入れた、環境に配慮した建物です。
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　2013年3月に研究所共同館が完成しました。設計コンセプト
は「研究」を育む環境・「交流」を促す環境・「自然」を育む環境です。
　「研究」・「交流」に関しては、明確な階別ゾーニングや将来の発
展的整備も見据えた構造とし、「自然」に関しては省エネルギー・
環境負荷低減の手法を取り入れています。
　また、研究所共同館では、NPO法人日本コミッショニン
グ協会監修のもと、日本で初めて企画、設計、施工、運用に
至る各段階において、建築･設備両面から「コミッショニン
グ」に取り組みました。「コミッショニング」とは建物やそ
の設備を、環境・エネルギーならびに使いやすさの観点か
ら使用者の求める要求性能を文書化し、第三者が各段階に
おいて要求性能が確保されているか検証する仕組みです。
この仕組みにより、設計・施工品質向上や、要求性能の実現により
ライフサイクルコストが低減されるメリットがあり、今後の運
用段階におけるコミッショニングの効果が期待されています。

　名古屋大学環境サークル「Song Of Earth」は、1994年に環境
活動に関心を持つ学生有志が集まり、結成されました。あらゆる
大学構成員の協力・努力によって、システム面・個々人の行動面
で、環境への負荷のより少ない大学へと変わることを目指して、
調査・提案・企画を行っています。自然と触れ合う機会を設ける
ことで、一般学生の自然を愛し、大切にしようと思う気持ちを高
め、また、身近な大学という場での環境活動に取り組むことで、環
境問題に対して努力し、何らかの改善を見いだすことができる
という希望を増やすことを目指し、さまざまな活動を行ってい
ます。ここでは、その活動実績について紹介します。

研究所共同館の完成　
～コミッショニングへの取り組み～

2012年の環境活動として本報告書で紹介する記事の中から、
いくつかをピックアップしてご紹介します。

環境サークル「Song Of Earth」の活動 ･････････････････････････････････････ P41～42

 ･･････････････････････････････････････ P24～25

 

 

設計時における外観パース
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　本学の環境問題と環境報告書における記載の改
善を図る取り組みとして、「名古屋大学環境報告書
2013」の内容並びに環境活動について、国立大学法
人三重大学と環境コミュニケーションを開催しまし
た。学外関係者（Stakeholder）との忌憚のない意見
交換を行うことで、環境報告書に対しての意見、大学
におけるエネルギー対策やゴミ処理対策、環境活動
に対して学生の参画状況など、有意義な情報を共有
することができました。

　2012年より名古屋大学は、安全衛生管理・安全教育のレベルの高さが評価
されている国立シンガポール大学と安全衛生管理の相互連携を開始しまし
た。こうした連携により、名古屋大学の安全衛生管理のレベルアップを図って
いきます。

　名古屋大学は、2014年における東山・鶴舞・大幸
キャンパスのCO2排出量を2005年度比で20%以
上削減することと、その実現に向けてのアクション
プランを「名古屋大学キャンパスマスタープラン

学外関係者との環境コミュニケーション ･･････････････････････････････････････ P46

国立シンガポール大学との安全衛生管理の相互連携 ･･･････････････････････ P37

CO2排出量削減のためのアクションプラン ･･･････････････････････････････････ P26

CO2排出量削減のためのアクションプラン 名古屋大学

2005-2011

GHP

※ ただし、2006年以降の施設面積増加および、大型実験
　 装置等の導入によるCO2排出量の増加分は加算しない。

2005 CO2 71,137

2005年度比

2014年時点で
削減目標

CO2排出総量

2010」において公表しました。
　アクションプランを実施して3年目となった2012
年度は2005年度比でCO2排出量がすでに19%の削
減となりました。

 



資料５

○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

4日(金) 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(医学部・医学系研究科、環境学研究科)

9日(水) 教授会(法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科)

名古屋大学　平成25年10月予定表

           (教育記者会用)

16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、医学系研究科、工
学部・工学研究科、国際開発研究科、情報科学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科、医学系研究科)

17日(木) 教授会(創薬科学研究科)

18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)

23日(水)
教授会(情報文化学部、農学部・生命農学研究科、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、総合保健体育科学センター)

30日(水) 教授会(エコトピア科学研究所)



○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

8月6日(火)～
10月19日(土)
(日・月曜日休
館(博物館)、
土・日・祝日休
館(セミナーハ
ウス))

第27回博物館企画展
「本物？作り物？ロウ細工？ 教育
標本ムラ－ジュ」

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
入場料：無料

［関連講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：14：00～15：30
対象：一般
参加費：無料

9月26日(木)
講演題目：「新しくわかってきた皮膚疾患発生のメカニズム－皮膚バ
リア障害など」
講演者：秋山真志(医学系研究科教授)
9月28日(土)
講演題目：「三河発シイタケ栽培 明治初期の近代菌類学パイオニ
ア：田中長嶺」
講演者：中條長昭氏(特定非営利活動法人田中長嶺事績顕彰会理
事長)
10月12日(土)
講演題目：「第四高等学校旧蔵『キノコ・ムラージュ標本』の再発見と
その後の展開」
講演者：古畑　徹氏(金沢大学教授)

博物館事務室
052-789-5767

8月20日(火)～
10月15日(火)
(期間内の火・
木曜日)

平成25年度名古屋大学公開講座

場所：経済学部1階第1、第2講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「絆：つなぐ、つながるを考える」
定員：200名
対象：一般
参加費：9,200円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-789-5969

9月25日(水)～
1月31日(金)
(日・祝日、9月
28日、12月28日
～1月4日休館)

附属図書館医学部分館
第5回ミニ展示会
「愛知医学校長 後藤新平－『大風
呂敷』と呼ばれた男の名古屋時代
－」

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)(9/25～27、30、1/6、7の平日は9：00～
17：00)、13：00～17：00(土曜日)
内容：壮大な発想から「大風呂敷」と呼ばれた政治家 後藤新平の足
跡を愛知医学校時代を中心にたどる。卒業証書などの新収史料、
貴重な文献、写真、絵葉書、生涯を描いたDVDを展示。
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：10：00～17：00
内容：サイエンス関連展示の常設とフェスの広報資料を配布する情
報センター機能の併設
入場料：無料

9月25日(水)～30日(月)
［マリー・キュリー業績ポスター展］
内容：物質科学国際センターが管理している国際化学年2011記念
でマリー・キュリー大学が制作した日本語版公式ポスターを展示
［関連イベント］
さかえサイエンストーク(9/25)
時間：18：30～20：00
講演題目：「世界の化学－新元素の名前とシンボルを決める－」
講演者：巽　和行(物質科学国際研究センター特任教授)

10月5日(水)～14日(月)
［五箇公一と仲間たちイラスト展「虫マニア」］
内容：虫のＣＧイラスト展示
［関連イベント］
三井住友銀行SMBCパーク栄サイエンスセミナー(10/8)
時間：13：30～15：00
講演題目：「ダニが語る生物多様性」
講演者：五箇公一氏(国立環境研究所主席研究員)

10月17日(木)～22日(火)
［サイエンスイラストレーションの世界展］
内容：ジョンズ・ホプキンス大学医学部医療アート専攻100周年を記
念して、2011、2012年に開講したサイエンスイラストレーション入門
コースの北米講師陣作品展
［関連イベント］
名古屋市立大学環境デザイン研究所講演会(10/5)
場所：名古屋市立大学芸術工学部講堂(図書館棟2階)(名古屋市千
種区)
時間：10：30～12：00
講演題目：「サイエンスイラストレーション入門－北米のサイエンスイ
ラストレーション教育プログラムを中心に－」
講演者：田中佐代子氏(筑波大学准教授)

9月25日(水)、
11月4日(月)
(10月1日(火)、
15日(火)、16日
(水)、23日(水)
～27日(日)展示
入れ替えのた
め閉館)

あいちサイエンスフェスティバル
2013
記念展示・情報センター

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
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527



9月25日(水)、
11月4日(月)
(10月1日(火)、
15日(火)、16日
(水)、23日(水)
～27日(日)展示
入れ替えのた
め閉館)

あいちサイエンスフェスティバル
2013
記念展示・情報センター

10月28日(月)～11月4日(月)(10/29、31午前は観覧不可)
［振り返り展示「国際植物の日2013 日本での活動」］
内容：5月18日に世界50か国以上で同時展開した「国際植物の日」
の国内での活動を振り返る展示。COP10開催地である名古屋で生
物多様性について考える
［関連イベント］
市民向け講演会(11/2)
時間：14：00～16：00
講演題目：「先端科学技術と社会－生物多様性の今－COP10“愛知
ターゲット”とあいち生物多様性戦略2020」
講演者：山本進一(本学名誉教授)

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
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

9月25日(水)、
9月30日(月)～
11月1日(金)
(期間中の平日)

さかえサイエンストーク

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄、名古屋テレビ塔スカイデッキ、
ジュンク堂書店ロフト名古屋店、ボクモ
時間：18：30～20：00
内容：週替わりテーマと曜日毎の会場を設定して行う市民と専門家
との気軽な対話イベント
対象：中学生以上、一般
定員：30名
参加費：無料(「名古屋テレビ塔」会場は展望台入場料、「ボクモ」会
場は飲食注文が必要)

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
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

9月26日(木)
農学国際教育協力研究センター
2013年度第3回オープンセミナー

場所：農学部東研究棟6階会議室(673号室)
時間：15：00～16：30
講演題目：「エチオピアの農民研究グループ活動：農家取得種子の
質の向上による小麦の増収」
講演者：アレム・ゲブレツェダカ氏(エチオピア連邦民主共和国メケレ
大学講師)
対象：一般
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

9月27日(金) 秋季修了式
場所：豊田講堂
時間：10：30～

学務部学務企画課
052-789-2159

9月27日(金)
第36回名大カフェ“Science, and
Me”

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)
時間：18：30～20：00
講演題目：「“もの”を分ける 新たな技術をめざして」
講演者：岡本行広(革新ナノバイオデバイス研究センター特任講師)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次真一郎
052-747-6791

9月28日(土)～
11月4日(月)

あいちサイエンスフェスティバル
2013

場所：愛知県全域
内容：県内の高等教育研究機関や社会教育施設と連携し、さまざま
なサイエンスイベントを開催

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
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「21世紀の日本と名古屋大学－わたしたちの時代・若者
の未来」
講演者：濵口道成(本学総長)
定員：120名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

場所：蒲郡市民会館(蒲郡市栄町)
時間：13：30～15：30
講演題目：「宇宙，人間，素粒子」
講演者：小柴昌俊氏(平成基礎科学財団理事長)
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「科学技術で拓くあいちの未来－産業、暮らしの姿－」
講演者：大村秀章氏(愛知県知事)
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

9月28日(土)、
10月12日(土)、
10月26日(土)、
11月2日(土)
11月4日(月)

市民向け講演会「先端科学技術と
社会」

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
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527



場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：14：00～16：00
講演題目：「生物多様性の今－COP10“愛知ターゲット”とあいち生
物多様性戦略2020」
講演者：山本進一(本学名誉教授)
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

[グランドクロージング企画]
場所：三井住友銀行SMBCパーク栄(名古屋市中区)
時間：14：00～16：00
講演者：東　亘氏(海洋開発研究機構地球深部探査センター長)
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

9月29日(日) 第8回名大病院市民公開講座

場所：中区役所ホール(名古屋市中区)
時間：13：30～15：30
講演題目：「骨の健康－さらに進む治療薬－」
講演者：石黒直樹(医学部附属病院長)
講演題目：「くすりの効果の調べ方」
講演者：平川晃弘(医学部附属病院講師)
定員：500名
対象：一般
参加費：無料

医学部附属病院
先端医療・臨床研究支援センター
052-744-1956

10月1日(火)～
11月2日(土)
(日・月曜日休
館)

博物館トライボロジー遺産
記念展示

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

［報道陣向け映像内覧会］
10月2日(水)
場所：蒲郡市役所(蒲郡市Asahimachi)
内容：蒲郡市政記者クラブと蒲郡市長の定例懇談会において映像を
公開

［成果発表シンポジウム］
10月6日(日)
場所：蒲郡市生命の海科学館(蒲郡市Minatomachi)
時間：14：00～16：00

蒲郡市生命の海科学館
0533-66-1717

［名大カフェ＆さかえサイエンストーク］
10月14日(月)
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)
時間：18：30～20：00
講演題目：「蒲郡発！宇宙から地球を観る－気象観測バルーンで飛
んだiPhone－」

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次 真一郎
052-747-6791

10月2日(水)、
11月13日(水)

げんさいカフェ
－Gen Science Café－
［第29回］［第30回］

場所：カフェフロンテ
時間：18：00～19：30
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29回］
講演題目：「南海トラフ巨大地震の地中埋設物被害を考える」
講演者：野中俊宏(減災連携研究センター寄附研究部門助教)
内容：ライフライン防災関連

［第30回］
講演者：山﨑雅人(減災連携研究センター寄附研究部門助教)
内容：地域社会減災関連

減災連携研究センター
052-789-3468

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
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

あいちサイエンスフェスティバル・
JAPAN AEROSPECE2012・
ISTS29連携企画
「iPhoneで成層圏から地球の撮影
に成功！」

9月28日(土)、
10月12日(土)、
10月26日(土)、
11月2日(土)
11月4日(月)

市民向け講演会「先端科学技術と
社会」

10月2日(水)、
11月13日(水)



10月3日(木)

グローバルCOE「地球学から基
礎・臨床環境学への展開」
DFG(German Research
Foundation)日独シンポジウム

場所：ES総合館1階ESホール
時間：9：30～18：00
テーマ：「縮退する地域と都市の持続可能な地域計画－ドイツと日
本の研究交流－」
講演題目：「ヨーロッパにおける人口変動と縮退都市」
講演者：ソーンステン・ヴィーヒマン(ドルトムント工科大学教授)
講演題目：「衰退あるいは新しい解決：縮退と周縁化に直面する田
園地域」
講演者：ユルゲン・アーリング氏( ドルトムント工科大学教授)
講演題目：「地域計画における基礎・臨床環境学アプローチの導入」
講演者：清水裕之(環境学研究科教授)
講演題目：「社会の脆弱性の進行と気候変動及び自然災害のリスク
増大下における『明日のための賢い縮退』：持続可能でレジリエント
な都市と地域」
講演者：林　良嗣(環境学研究科教授)
内容：ドイツおよび日本の空間計画、公共政策、都市・地域計画、交
通計画、建築計画、地理学、社会学等の研究者が、人口変動の下
で縮退する地域と都市の持続可能な地域計画の現状と課題、展望
について議論する
定員：200名
対象：都市計画系の行政、企業、市民団体、他
参加費：無料

環境学研究科
准教授　村山顕人
052-789-3750

場所：インキュベーション施設2階205会議室
時間：15：00～16：30
講演題目：「法人化で変わる国立大学経営」
講演者：高田邦昭氏(群馬大学長)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次 真一郎
052-747-6791

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)
時間：15：00～16：30
講演題目：「日本の科学技術政策」
講演者：原　克彦(研究推進室教授)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

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
特任助教  藤吉隆雄
052-747-6527

場所：インキュベーション施設2階205会議室
時間：15：00～16：30
講演題目：「今後のエネルギー政策の方向」
講演者：福水健文氏(日本アルコール産業株式会社代表取締役副
社長)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次 真一郎
052-747-6791

場所：インキュベーション施設2階205会議室
時間：15：00～16：30
講演題目：「バイオテクロジーをめぐるリスクコミュニケーション」
講演者：佐々義子氏(特定非営利活動法人くらしとバイオプラザ21常
務理事)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次 真一郎
052-747-6791

10月4日(金)

JENESYS2.0 ポップカルチャー
(ASEAN加盟国、オーストラリア、
ニュージーランド、インド、東ティ
モール混成招へい)

場所：豊田講堂、シンポジオン、アトリウム
時間：13：00～20：00
講演者：藤川清史(国際開発研究科教授)、西村　眞(同特任教授)、
島津侑希(同博士後期課程3年生)、コスプレファッション界から3名
内容：日本のクールジャパン・ポップカルチャー(ファッション)の紹
介、講義、ディスカッション、懇親会(使用言語は英語で通訳あり)
対象：本学学生
参加費：無料

国際開発研究科
052-789-5068

10月4日(金) 秋季入学式
場所：豊田講堂
時間：10：30～

学務部学務企画課
052-789-2159

10月5日(土)、
10月26日(土)、
11月2日(土)、
11月16日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館野外観察園セミナ－ハウス
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

あいちサイエンスコミュニケーショ
ン・セミナー

10月4日(金)、
10月5日(土)、
10月11日(金)、
10月25日(金)



10月5日(土) 名大のキノコ観察会

場所：博物館、東山キャンパス
時間：10：00～12：00
講師：中條長昭氏(特定非営利活動法人田中長嶺事績顕彰会理事
長)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

［第67回］
場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：30～18：00
講演題目：「中国の学士課程教育改革プロジェクト－その実施方法・
内容の特徴－」
講演者：徐　国興氏(華東師範大学准教授)
内容：中国における「学士課程の質保証と教学改革プロジェクト」の
概要の解説、事業の中心であるモデル授業認定についてその内
容、実施手法、今後の課題等を検討する
定員：30名
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

［第68回］
場所：文系総合館7階オープンホール
時間：18：00～20：00
講演題目：「経験から学ぶ力とリフレクション」
講演者：松尾　睦氏(北海道大学教授)
内容：熟達、経験学習、および経験から学ぶ力について各種データ
を用いて説明し、経験学習プロセスにおいて鍵となる「リフレクション
(内省・振り返り)」に焦点を当て、学習を促すリフレクションのあり方
について考える
定員：30名
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

10月10日(木) 医学部解剖弔慰祭
場所：覚王山日泰寺
時間：13：30～14：30

医学部・医学系研究科学務課
052-744-1981

10月12日(土)、
10月26日(土)、
11月9日(土)、
11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3階講義室(10/26、11/9、11/23)、野外観察園セミナ－
ハウス(10/12)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

［中学校説明会］
10月12日(土)
場所：豊田講堂
時間：10：00～(1回目)、14：00～(2回目)
内容：教育方針・特色・学校生活などについての説明、質疑応答
対象：小学6年生とその保護者、他

教育学部附属中学・高等学校
副校長　原　順子
052-789-2680

［第2回高等学校説明会・オープンキャンパス］
11月2日(土)
場所：教育学部附属中・高等学校
時間：9：30～12：00
内容：教育方針・特色・学校生活などについての説明、体験授業、質
疑応答
対象：中学3年生とその保護者、他

教育学部附属中学・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

10月12日(土)、
11月9日(土)

［博物館友の会会員向け］
写真サ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

10月16日(水)～
22日(火)

第5回AC21学生世界フォーラム

場所：同済大学(中国)
テーマ：「Sustainable Mobility and the City of the Future」
内容：同済大学およびAC21メンバー大学から約70名の学生が参加
し、テーマに関する講義、ディスカッション、企業見学などのプログラ
ムを通し交流を深める。本学から4名の学生を派遣予定。

国際部国際企画課AC21推進室
052-789-5684

10月16日(水) 第11回AC21運営委員会

場所：同済大学スーピンキャンパス(中国)
時間：10：00～16：00
内容：幹事7大学(アデレード大学、チュラロンコン大学、ノースカロラ
イナ州立大学、上海交通大学、ケムニッツ工科大学、ステレンボッ
シュ大学、名古屋大学)が集まり、これまでの11年間の活動成果を
確認し今後の活動計画を議論する
対象：AC21メンバー大学関係者

国際部国際企画課AC21推進室
052-789-5684

高等教育研究センター
教授  夏目達也
052-789-5696

10月12日(土)、
11月2日(土)

教育学部附属中学・高等学校
学校説明会・オープンキャンパス

10月8日(火)、
10月30日(水)

高等教育研究センター
第67回、第68回客員教授セミナー



10月17日(木) 第6回AC21総会

場所：同済大学スーピンキャンパス(中国)
時間：13：00～17：00
内容：運営委員会の報告、活動成果の確認、今後の活動計画の議
論、重要事項の審議・承認
対象：AC21メンバー大学関係者

国際部国際企画課AC21推進室
052-789-5684

10月17日(木)
ヤング・リーダーズ・プログラム
創設10周年記念式典、祝賀会

場所：メルパルク名古屋(名古屋市東区)
時間：15：00～19：00

医学部・医学系研究科学務課
052-744-2440

10月18日(金)～
2月14日(金)

平成25年度NEDO特別講座
「環境考慮型モビリティ技術経営
特別講座」

場所：経済学部1階第1講義室、名古屋ルーセントタワー16階会議室
J、ウインクあいち12階会議室1201、名古屋国際センター5階第1会
議室
時間：13：30～17：30(10/18のみ13：00～17：30)
内容：グローバルな視点から社会環境と技術環境の変化を理解し、
技術経営を理解した上で次世代モビリティの開発プロジェクトを担い
得る技術者の養成を目的とする
定員：30名
対象：開発・設計・技術部門、商品企画部門などの中堅・若手の方
(30代中心)(原則9回全てに参加できる方)
参加費：無料

グリーンモビリティ連携研究センター
052-747-6722

10月18日(金)
高等教育研究センター
第118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：16：00～18：00
講演題目：「米国高等教育における学生支援改革とアセスメントの
役割」
講演者：小貫有紀子氏(九州大学特任助教)
内容：アメリカにおけるエビデンス重視の考え方の特徴、アセスメン
トを担う専門職の養成や結果のフィードバック方法等、新たに出現し
てきた課題について検討する
定員：30名
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授  夏目達也
052-789-5696

10月19日(土)
第9回ホ－ムカミングデイ
地域と大学で考える「生命の科
学」

場所：東山キャンパス
内容：名古屋大学の集い、学術講演会、諏訪内晶子×兵庫芸術文
化センター管弦楽団コンサート、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－教室、理系女子コミュニティ「あかりんご
隊」による科学実験、ウォーキングツアー、他
参加費：無料

総務部総務課
052-747-6558

10月22日(火)
平成25年度第7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
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
11月26日(火)、12月24日(火)、2014年1月28日(火)、2月25日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

10月23日(水) 第94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：「幅を持った社会システムの構築を－ハードと、ソフトと、
そしてシステムと－」
講演者：越智繁雄氏(国土交通省水管理・国土保全局水資源部長)
内容：社会システム関連
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

10月23日(水) 博物館特別講演会

場所：博物館3階講義室
時間：14：00～16：00
講演題目：「世界遺産『熊野』－悠久の自然史と滝と深層崩壊」
講演者：千木良雅弘氏(日本応用地質学会長)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月26日(土)

生命農学研究科附属フィールド科
学教育研究センター東郷フィール
ド
第2回農場講演会

場所：生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター東郷
フィールド農業館(愛知郡東郷町)
時間：14：00～16：00
講演題目：「昆虫の模様と形の多様性」
講演者：新美輝幸(生命農学研究科助教)
対象：一般
参加費：無料

東郷フィールド事務室
0561-37-0200



10月26日(土)、
27日(日)

名古屋市科学館共催事業
平成25年度第3回地球教室

場所：博物館(10/26)、名古屋駅周辺、栄地区(10/27)、
時間：13：30～16：30(10/26)、9：30～15：00(10/27)
テーマ：「ナゴヤで化石をさがそう！」
内容：化石の断面について学習し、建物の石材からさまざまな化石
をさがす
定員：30名
対象：小学5年生から中学3年生とその保護者(中学生以上は個人参
加可)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月29日(火)、
30日(水)

農学国際教育協力研究センター
第14回オープンフォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～18：00(10/29)、9：00～12：00(10/30)(予定)
テーマ：「世界で活躍できるグローバル農学人材の育成に向けた大
学の取組みの方向性－多様なキャリアパスの開拓に向けた現状と
課題－」
講演者：小沼廣幸氏(国際連合食糧農業機関事務局長補)、他
内容：グローバル人材の育成に取り組んでいる大学の経験を共有、
発表し、世界のグローバル化の中で国際的なスケールで活躍できる
人材の育成に向かう大学が取り組む課題や方向性を議論する
対象：一般
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

11月5日(火)～
1月30日(木)
(日・月曜日、12
月28日～1月6
日休館)

第28回博物館企画展
「『氷壁』を越えて－ナイロンザイ
ル事件と石岡繁雄の生涯－」

場所：博物館3階企画展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
対象：一般
参加費：無料

11月22日(金)
講演題目：「ナイロンザイル事件発生のいきさつ」
講演者：石原國利氏(ナイロンザイル事件当時の登山パーティのリー
ダー)

12月13日(金)
講演題目：「厳しさと優しさ、愉快さが同居していた石岡さん」
講演者：相田武男氏(「石岡繁雄が語る 氷壁・ナイロンザイル事件の
真実」の共著者)

1月17日(金)
講演題目：「ながら山登りの楽しみ方－雲を読む、風を読む、光を読
む－」
講演者：三矢保永(本学名誉教授)

博物館事務室
052-789-5767

11月8日(金)

メディアプロフェッショナルコース開
設10周年記念国際シンポジウム
「世界と対話する
－世界が日本を見る眼・日本が世
界を見る眼－」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：30～18：00
テーマ：「学生の居場所としての大学」
講演題目：「トヨタの国際発信力に学ぶ」
講演者：小西工己氏(トヨタ自動車株式会社常務役員)
講演題目：「3.11後、日本政府の対外発信力はどう変わったか」
講演者：小野日子氏(内閣副広報官)
講演題目：「日本は今も米国のアジアにおける 重要パートナーか」
講演者：ハリー・サリバン氏(在名古屋米国領事館首席領事)
講演題目：「ジャーナリズムの転換点としての3.11」
講演者：山田哲夫(国際言語文化研究科客員教授)
講演題目：「国際コミュニケーションとしての国家イメージ」
講演者：中村登志哉(国際言語文化研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
メディアプロフェッショナル論講座
事務室
gen-mediajim@lang.nagoya-u.ac.jp

11月9日(土)、
11日(月)

日本留学フェア2013
(JAPAN EDUCATION FAIR 2013)

場所：ウズベキスタンタシケント(11/9）、サマルカンド（11/11）
内容：本学を含む7大学が参加

国際部国際企画課
052-789-6524

11月16日(土) 博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、2階展示室
時間：13：00～15：00
案内：西田佐知子(博物館准教授)、他
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767



11月18日(月)
総合保健体育科学センター
こころの絆創膏セミナー

場所：ES総合館1階ES会議室
時間：10：00～16：45
テーマ：「学生の居場所としての大学」
講演題目：「 近の青年の変化(仮題)」
講演者：大饗広之氏(日本福祉大学教授)
内容：映画「扉のむこう」上映、学生支援についての講演と意見交換
会
定員：50名
対象：愛知県内の大学・短大でメンタルヘルスや学生支援などに関
わる専門家および関係者
参加費：無料

総合保健体育科学センター
助教　古橋忠晃
052-789-5778

11月23日(土) 平成25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：13：30～16：15
テーマ：「いつまでも健康で快適な生活を送る秘訣」
講演題目：「高齢期の体力を維持するにはコツがある」
講演者：山田純生(医学系研究科教授)
講演題目：「ロコモーティブシンドローム(ロコモ)って何？－永く元気
に生きるための知識と心がけ－」
講演者：村本明生(医学部附属病院医員)
講演題目：「その食べ方、間違っています。健康長寿に向けた栄養
の考え方」
講演者：葛谷雅文(医学系研究科教授)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2040

11月29日(金)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会
第18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3階会議室(名古屋市中区)(予定)
時間：18：30～20：00
講演題目：「『アベノミクス政権』の光と影」
講演者：泉　宏氏(政治ジャーナリスト)
定員：100名
対象：一般
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
052-789-4945

12月7日(土)
東海がんプロフェッショナル養成
基盤推進プラン
平成25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：14：00～17：00
テーマ：「多職種チーム医療で臨む 先端がん放射線療法」
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
がんプロ事務局
052-744-1981
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