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名古屋大学フィリピンサテライトキャンパス調印式 
（出張報告） 

平成 27 年 12 月 7 日 
1.日時：平成 27 年 12 月 2 日（水）～3 日（木） 
2.出張者：松尾総長、市橋理事、磯田学院長、生命農学研究科 
（川北研究科長、山内教授）、国際開発研究科（伊東研究科長、東村教授） 
3.概要： 

 
★12 月 2 日(水)13：30～14：20 
国際稲研究所：IRRI（International Rice Research Institute） 

Dr. Noel Magor,Head, Training Center,Dr. Takashi Yamano, Senior Scientist-
Impact assessment Specialist,Social Science Division 
Dr.Yoichiro Kato, Rainfed Agronomist, Crop and Environmental Science 
division 他 
1962 年に設立された国際稲研究所の教育研究活動について、Noel トレイニン

グ・センター長から概要説明を受けるとともに、日本人研究者３名とも懇談。社

会科学的な研究の重要性についても意見交換。 
Ms.Flora De Guzman の案内で Intern ational Rice Genebank を視察。 
Genebank は世界各地から提供された 124,000 種類のイネの品種を保存し、研

究に供している。 
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★14：30～15：20 

SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research 
in Agriculture) 
東南アジア教育大臣機構 SEAMEO(Southeas Asian Ministers of Education)
が 1966 年に設立した SEARCA の活動について Virginia R. Cardenas 副所長

から概要説明を受けるとともに、意見交換。 
大学院奨学事業（約 800 人が博士号取得）、短期。研修事業が中心的な活動。 
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★15：30～ 
フィリピン大学機構との MOA 調印式及び名古屋大学サテライトキャンパス開

校式（於：フィリピン大学ロスバニョス校） 
開会挨拶：サンチェス・フィリピン大学ロスバニョス学長 
アジアサテライトキャンパス学院紹介ビテオ上映 
MOA 調印式：パスカル・フィリピン大学機構長及び松尾総長 
証人：カマチョ大学院長及び磯田学院長 
挨拶：パスカル機構長 
挨拶：松尾総長 
記念品交換 
閉会の言葉：ラピタン副学長 
記念撮影 
名古屋大学サテライトキャンパステープカット（事務所前） 
パスカル・フィリピン大学機構長及び松尾総長他両大学関係者 
新大学院棟起工式（大学院棟横、新サテライトキャンパスオフィス入所予定） 
パスカル・フィリピン大学機構長及び松尾総長他両大学関係者 

 
フィリピンの主要メディアの取材 
パスカル・フィリピン大学機構長及び松尾総長へのインタビュー。 
各挨拶においては、これまでの長年の教育研究交流の実績の上に本事業がある

事、また本事業を契機に両大学の協力関係が更に発展していく事、その成果が両

大学・両国のみならず ASEAN 諸国に広く共有されることが望まれることが強

調されていた。松尾総長からも NU MIRAI 2020 の”Study with Asia,Challenge 
to the World”を引用しつつ、共に学ぶ姿勢を強調。 
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★17：30～19：00 
フィリピン支部 NU 同窓会・サンチェス学長主催夕食会 
フィリピン大学ロスバニョス校及び SEARCA の研究科長と幹部が総出で、コリ

アード同窓会長主催フィリピン支部 NU 同窓会とサンチェス・フィリピン大学

ロスバニョス学長主催夕食会が合同で開催された。 
学生のコーラスも加わり、サテライトキャンパスの開設と松尾総長の来訪に対

するフィリピン側の強い歓迎の意が表された。カマチョ大学院長から、サテライ

トキャンパスを広く関係者に広めるため、来年 3 月 8・9 日にシンポジウムを開

催することが公表された。 

 
 
 
◆12 月 2 日(水)  
★8：45～10：00  
在フィリピン日本大使館  
北川達生参事官、榎広之一等書記官、窪田最文専門調査員との面談。 
アジアサテライトキャンパスの進捗状況を報告し、これまでの大使館からの協

力に対する謝意を伝え、今後の引き続きの協力を依頼。来年 3 月 8 日に UPLB
で開催される国際シンポジウムへ代表者の出席をお願いした。 
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名古屋⼤学チームによる
ビジネスプランコンテスト２年連続最優秀賞受賞

受賞内容：
⾰新的なタンパク質合成技術とその事業化プラン

NEDO Technology
Commercialization
Program (TCP) 2015

チーム名：A Protein Synthesis System 3.0
メンバー： 遺伝⼦実験施設 多⽥ 安⾂ 教授

遺伝⼦実験施設 多⽥研究室 野元 美佳
学術研究・産学官連携推進本部 福⽥ 雄⼀

同 上 南 賢尚
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タンパク質研究について
遺伝⼦からmRNAを経て合成される⽣命の機能実態
であり、ヒトでも植物でも約2万種類存在する。

ヒトゲノムプロジェクトをはじめとした⼤規模な遺伝
⼦解析研究により、多くの⽣物種において遺伝⼦配列
が明らかになりつつある。

⽣命の理解には、遺伝⼦から合成されるタンパク質の
機能解析が必須である。
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⼤腸菌 昆⾍ 酵⺟ 動物/植物細胞

⽣体の機能調節を担う重要タンパク質は
合成困難である場合がある

組換えタンパク質

網羅的タンパク質合成は困難

1

2
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⾰新的なタンパク質合成技術内容
1

2 これまで合成が困難であった膜タンパク質等の
難合成タンパク質を作製可能にした。

遺伝⼦組換え技術を⽤いることなくタンパク質の
合成を可能にした。

本システムにより：
これまで機能解析が困難であった病態関連因⼦
等に関しての基礎研究を可能にする。
創薬や農薬研究への貢献が期待される。
研究スピードの向上が期待される。
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無細胞タンパク質合成系
PCR（ポリメラーゼ連
鎖反応）を利⽤した
mRNAの新規作製技術
の開発

コムギ胚芽由来の⾼効
率タンパク質翻訳溶液
の開発

1 2

タンパク質DNA RNA
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野元美佳（⽇本学術振興会特別研究員）
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現在本技術をご提供中の他機関
既に全世界52研究機関との共同研究を遂⾏中
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グローバル市場規模
• タンパク質・抗体関連市場：$2.4B, CAGR 8.3% 

Frost & Sullivan Report, genScript社のIPO Prospectus (2015 Aug)より

• 顧客ベース 創薬・バイオ企業 53%, ⼤学 34%
タンパク質合成、cDNA販売のgenScript社の場合

9

GENSCRIPTS社顧客ベースと⽐率

⼤学
1980件
34%

創薬・バイオ企業
3100件
53%
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当チームの⽬指す事業 第1ステージ
「タンパク質合成キットの販売」

• アカデミア・研究機関向け
• 市場規模試算： 100億円/年  40%を奪取（2021年）

・ チューブ7本と説明CDのキット 30万円
・ 認定⼤学研究室には

共同研究契約によるキット無償提供
特許出願費⽤の提供（権利の共有化）

写真：島津製作所 無細胞発現キット

10

想定商品
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「タンパク質の外販」

• 合成した純度の⾼いタンパク質のカタログ販売

 ライフサイエンスの研究関連市場：$49.5B , CAGR 7.3% 

当チームの⽬指す事業 第２ステージ

11
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3億円
調達

売上:40億
利益:19億

累損⼀掃:18年Q3

2021年

事業ロードマップとマイルストーン
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最後に

NU MIRAI 2020 の⾻⼦の⼀つである、
「イノベーションへの貢献と社会価値の創出」に向け、
今後も精進してまいりますので、どうぞご⽀援ください！

ご清聴ありがとうございました

13
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工学部7号館A棟の西側

フォレストの横

理学館・理農館の前

文系地区

営業 火曜日・ 金曜日

フレンドリー南部の横

アメニティハウスの隣

ハラールフード「メガケバブ」
移動販売車の営業案内 名古屋大学生協

工学地区

営業 月曜日・ 木曜日

理学地区

営業 水曜日

営業期間 12月1日(火)から
1月29日(金)まで

　※土日祝日、年末年始は除きます

営業時間  11:00～15:00
　※状況により変更することがあります
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Engineering School's 

Area... Mondays and 

Thursdays, at west side

of the Engineering Bldg. 

No. 7-A

ScienceSchool's

Area...

Wednesdays,

besidesthe

restaurant "Forest"

Social Science

Schools' Area...

Tuesdaysand

Fridays, besidesthe

restaurant "Friendly

Nanbu"

Announcement of Halal "mega kebab" 

Mobile-shop on Campus
byNagoyaUniv. COOP

Business Hour: 11:00-15:00 

(subject to change)

From Tuesday, December 

1st to Friday, January 29th 

(except weekends,

holidays, year-end & new 

year's holidays)
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サイエンスを身近に伝えたい
ー学生が挑む科学コミュニケーションー

名古屋大学大学院理学研究科
KagaQ代表 寺島 彰

23
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あなたのサイエンスの
楽しみ方は何ですか？
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僕たちが創り上げたKagaQ

■概要

正式名称 ： KagaQ（かがく）
創設年 ： 2012年

2015年にKagaQへ改名
総会員数 ： 63名*（2015年12月現在）

*メーリングリスト会員を含む

■主な学生メンバー

名古屋大学生 ： 13名（臨時スタッフを含む）

他大学生 ： 3名（臨時スタッフを含む）

イベント開催： 月3回 （実験教室・サイエンスカフェ）
活動頻度 ： 週3回 （ミーティング、勉強会、交流会）

■協力先

名古屋大学
あいちサイエンスフェスティバル
名古屋学院大学
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広がる科学コミュニケーションの輪

はこだて国際科学祭

サイエンスカフェ
リベラルアーツ

（東北大学／学生）

バイオeカフェ
（筑波大学／学生）

CAST（東京大学生）

サイエンスカフェとやま
（富山市科学館）

千葉科学フェスタ（千葉市）

Entrance to Science
（長浜バイオ大／学生）

あいちサイエンスフェスティバル
（名古屋大学）

「名古屋」で学生主体のサイエンス
カフェをやってみたい！
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ぼくら目線で「サイエンスをもっと身近に」
サイエンスを知り、楽しみ、そして盛り上げる「場＝アゴラ」を創りだす

KagaQのもとめるもの

科学コミュニ
ケーション講座

・科学コミュニケーションの意義
・サイエンスカフェの運営方法
・ワークショップと生涯学習

トークライブ
実験教室

・サイエンス×アート
・学生生活
・自由研究

スタッフ養成
企画・広報・運営

・テーマ選定、企画提案
・ポスター作成、Illustrator講座
・司会・カメラマン派遣
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自分たちで作り上げるオリジナリティ

学生：一般のニーズをつかみにくい

→「ニーズの探求」

・実験教室 ： 電子工作、フィー
ルドワーク
・サイエンスカフェ ： アート×サイエンス、身近な科学
・サイエンストーク講座 ： 科学コミュニケーション、生涯学習、

音響・映
像機材入門

あらゆるテーマのイベントを手広く

イベントのサラダボウルから、
KagaQのオリジナリティを生み出す。

１）新鮮で、
２）よりよいもの

28



KagaQはオールラウンド・プレイヤー

■企画・開発

・ニーズ分析
・企画書の検討
・会場の選定

・プロトコル作成
・ゲスト選定
・チームの発足

■広報・渉外

・ポスター作成
・後援申請
・広報協力の要請

・プレスリリース
・メディア出演
・Twitter, Facebook

■イベント運営

・司会
・実験指導、補助
・音響、映像管理

・カメラマン
・リアルタイム配信
・プレゼン
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KagaQ教室 自由研究シリーズ

■名古屋大学など
■定員20名 小学3年生 6年生
■大学生スタッフがTA
・名大森マップ
・ゲルマニウムラジオ
・エジソン電球

「子供は名大生に憧れをもったようです」
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トークライブが目指すものは「場＝アゴラ」

■テーマ：数学と折紙
■小学生 一般
■ジュンク堂書店

■テーマ：大学での科学
■高校生 学部生
■クレイグスカフェ
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KagaQが作るサイエンス・ファンの輪

■ゲストと作るサイエンスカフェ

ゲストと司会のトーク＆クエッション
→ 本来の科学コミュニケーションを実現

■KagaQファンの創出

気軽に実験に触れられる「場」
サイエンスを語る・楽しむ「場」
→ 科学を文化として楽しむ

新しい流れを創りだす
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名古屋から全国への発信  サイエンスアゴラ 

■発表タイトル：サイエンストークで世界を変えろ！
■発表体制 ：4人（常駐・学生スタッフのみ）
■総動員数 ：520名／2日間（11/14-15）

■場所：東京お台場周辺（日本科学未来館・産業技術総合研究所など）
■主催：国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）
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■日本サイエンスコミュニケーション協会（JASC）第4回年会
■場所：筑波大学茗荷谷キャンパス
■約20団体・100人近くが参加

名古屋から全国への発信  JASC年会発表 

唯一の学生団体として口頭発表

１）名古屋から発信
２）横のつながりを強化
３）新技術を導入

常に新鮮さを創りだす

スマフォ顕微鏡「Leye」
34



KagaQが育てる学生人材

■学生の自己成長
■サイエンスを広げる人材

（あいちサイエンスフェスティバル）

企画・広報・運営で身に付ける
コミュニケーションと実践教育力

科学コミュニケーションを
座学・実践で体得する
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学生主体によるマイナス面の克服が課題

■自由奔放な企画 ：斬新なオリジナルイベントの発案
■活発な企画運営 ：学生の自己成長

＋

■信頼性が低い ：後ろ盾が必要（共催・後援）

→行政・企業への売込みが可
能に

■資金不足 ：スポンサー、バックアップ、外部資金の獲得

→実験教室の充実化
→名古屋外への出張運営（地

域貢献）

■広報限界 ：マスメディア、大学との連携が必要

→もっと多くのニーズを開拓できる
→学生スタッフの開拓
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課題を乗り越える対策と今後の活動予定

■出前実験教室

→企業などからの委託イベント開催
→実験教室指導・補助

■名古屋大学に根ざした実験教室

→名大祭、オープンキャンパス、
ホームカミングデー

■青少年科学の祭典（JSF主催）

→名古屋市科学館で開催

成長戦略：得意分野であるオリジナル実験教室を強化
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新しい活動コンセプト

ミュージアム
再発見プロジェクト

来年２ ３月
名古屋・豊橋

大人のバックヤードツアー

■サイエンスの輪のセンターへ

高校科学部
サポーター

来年４月以降
名古屋市内

名大生のSSH・実験サポート

■名大と高校を繋ぐパイプライン

あいちトリエンナーレ
コラボ特別企画

キャンバスに
サイエンスする。

来年６ ９月
名古屋市内

実験教室とアートワークのコラボ

■科学を文化へ
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KagaQはあなたの力を求めています！

カガクを通して世界を変えませんか？

・スタッフ（運営・司会）派遣
・イベント提案・運営サポート
・共同開催、連携団体

スポンサー大募集！！

学生視点・市民目線で新しい科学コミュ
ニケーションを生み出します

KagaQ Facebookはコチラ！
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2015 年 11 月 30 日 

国立大学法人 名古屋大学 

 

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」が「行動宣言」を策定・公表 

～本学総長・松尾清一が賛同メンバーとして本会に参加～ 

 

2014 年 6 月 27 日、「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」が「行動宣言」

を策定・公表しました。本学総長の松尾清一は、この「行動宣言」の賛同メンバーとして

本会に参加しています。 

 

 名古屋大学は、「行動宣言」が掲げる 3 つの柱（「自ら行動し、発信する」「現状を打破す

る」「ネットワークを進める」）に沿って以下の活動を展開しています。 

 

全国の国立大学に先駆け、2003 年に男女共同参画室を開設した名古屋大学は、男女共同

参画社会の実現、女性研究者支援、女性教職員の雇用推進に向けて精力的な活動を繰り広

げてきました。2015 年 5 月には、これまでの取り組みと、松尾総長が掲げる女性の活躍促

進に関する方針が国際的に評価され、国連機関 UN Women が取り組む女性の権利と男女

平等を支援する「HeForShe キャンペーン」を推進する世界の 10 大学に、オックスフォー

ド大学、ジョージタウン大学、パリ政治学院、香港大学などとともに選出されました。 

（詳細 http://www.heforshe.org/impact/） 

現在、名古屋大学は、女性研究者の積極的採用および上位職への登用促進策等の成果に

より、国内基幹７大学中、最も高い女性教員比率を誇ります。さらに、2 つの学内保育所

と常設としては全国初の学童保育所をはじめとした子育て支援、文部科学省博士課程教育

リーディング・プログラム「〈ウェルビーイング in アジア〉実現のための女性リーダー育

成プログラム」、および女性研究者を対象としたメンターシッププログラム等による人材

育成支援、「男女共同参画社会推進・産学官連携フォーラム」（メンバー：愛知県、名古屋

市、愛知県経営者協会、名古屋大学）と、同フォーラムを基盤とした「AICHI 女性研究者

支援コンソーシアム」（メンバー：名古屋大学、名古屋市立大学、豊橋技術科学大学、愛知

県、名古屋市、愛知県経営者協会、愛知中小企業家同友会、トヨタ自動車）を通じた愛知

県内の産学官連携による女性研究者支援の強化など、幅広い事業を行っています。 

「HeForShe キャンペーン」推進大学への選出にあたり松尾総長は、①男女共同参画推

進のための拠点創設、②2020 年までに、女性教員比率 20％、教職員女性上位職比率 20％

の達成をめざす、③男女共同参画推進のための産学官連携、以上 3 つのコミットメントを

発表しました。 

名古屋大学は、これまで達成してきた成果に甘んじることなく、広く学術界、教育界に

おいても、男女共同参画の前に立ちはだかる壁を打破し、名古屋の地から、男女共同参画

社会の実現に向けた新たな旋風を巻き起こしていきます。 

 

名古屋大学男女共同参画室 HP http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.ac.jp/ 
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1

１  目 的 

  愛知県では、南海ト ラフ地震防災対策推進地域に県内全市町村が指定されるなど、地震発生時に甚大な

被害が想定されており、 学校における防災教育の充実が重要な課題となっている。

そこで、名古屋大学と連携し、高校生を対象に自然災害に対する知識理解や技術の習得などの防災対応

能力の向上とともに、災害時に積極的にボランティ ア活動に参加しようとする心を育て、学校や地域の防

災力向上に貢献できる防災リーダーの育成を図る。

２ 主 催  国立大学法人名古屋大学、 愛知県防災局、 愛知県教育委員会

３ 協 力  特定非営利活動法人レスキュースト ックヤード 

       特定非営利活動法人あいち防災リーダー育成支援ネット  

４  受講者 県内の高等学校３０校（ 名古屋市立、私立、県立） から各校生徒４名、教員１名、計１５０名

が２か年に渡って参加する。  

(1)  ５期校（ 平成２６年度及び平成２７年度参加校）  

名古屋市立工芸高等学校 清林館高等学校 岡崎城西高等学校 明和高等学校 

熱田高等学校 春日井西高等学校 尾北高等学校 一宮北高等学校 

佐屋高等学校 半田商業高等学校 松平高等学校 岡崎西高等学校 

西尾東高等学校 豊橋商業高等学校 蒲郡東高等学校  

 (2)  ６期校（ 平成２７年度及び平成２８年度参加校）  

名古屋市立工業高等学校 日本福祉大学付属高等学校 名古屋経済大学市邨高等学校 

千種高等学校 中村高等学校 瀬戸西高等学校 古知野高等学校 

一宮高等学校 海翔高等学校 常滑高等学校 三好高等学校 

岡崎東高等学校 刈谷北高等学校 成章高等学校 三谷水産高等学校 

５  日程・ 場所等 

(1) 期 日  ※ 全て終日日程

７ 月２ ３ 日

（ 木）

７ 月２ ４ 日

（ 金）

７月２７日

（ 月）

８月２５日

（ 火）

１２月２５日

（ 金）

５期校 ○ ○

６期校 ○ ○ ○ ○ ○

 (2)  場 所 国立大学法人 名古屋大学 減災館 名古屋市千種区不老町 TEL: 052(789)3468

平成２ ７年７月２１日（ 火）
愛知県教育委員会健康学習課

安全グループ
担 当 加藤・ 湯浅
内 線 ３９２５・ ３９２６
ﾀ゙ ｲﾔﾙｲﾝ ０５２-９５４-６８２９

名古屋教育記者会同時発表
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2

(3)  概 要   

１日目【 ７月２３日（ 木）】  減災館             

9: 45～ 開講式 

○ 

10: 15～ 

11: 15 

【 講座１】  

必ず出会う巨大地震とどう向き合うか 

名古屋大学  教授 福和伸夫 氏 

11: 25～ 

12: 25 

【 講座２】  

防災ボランティ アの役割 

NPO法人レスキュー

スト ックヤード 

栗田暢之  氏 

13: 25～ 

  15: 50 

【 講座３】  

避難所ＨＵＧ（ 防災ゲーム）  

消防団について 

防災局災害対策課 

防災局消防保安課 

久米未祐 

伴 尚之 

竹内耕平 

２日目【 ７月２４日（ 金）】  減災館  

10: 00～ 

11: 00 

【 講座４】  

活断層列島に暮らす 

名古屋大学  教授 鈴木康弘 氏

○ 

11: 10 ～

12: 10 

【 講座５】  

寄付ワークショ ップ 

－寄付を通じて、 今わたしたちにできること－ 

ZI P-FMミ ュージック

ナビゲーター 

磯谷祐介 氏 

13: 10～ 

15: 50 

【 講座６】  

災害図上訓練ＤＩ Ｇ 

NPO法人あいち防災

リーダー育成支援ネット

太田貴代子氏

ほか 

３日目【 ７月２７日（ 月）】  減災館   

10: 00～ 

11: 15 

【 講座７】  

防災･減災とまちづく り・ 建築デザイン

名古屋大学 准教授 小松 尚 氏

○ 

11: 25～ 

12: 20 

【 講座８】  

地震を知ろう！  

名古屋大学 准教授 山中佳子 氏 

13: 20～ 

14: 10 

【 講座９】  

液体になる地盤－液状化と斜面崩壊のメカニズム－

名古屋大学 教授 中野正樹 氏 

14: 20～ 

15: 50 

【 講座10】  

｢紙ぶるる｣等を用いた耐震性能実験 

名古屋大学 

 特任教授 

護  雅史 氏 

４日目【 ８月２５日（ 火）】  減災館  

10: 00～ 

11: 00

【 講座11】（ ６期生）  

津波のメカニズムとその対策 

【 講座12】（ ５期生）  

災害時の医療を考えてみよう 

名古屋大学  教授 

名古屋第二赤十字

病院 

水谷法美 氏 

稲田眞治 氏 

○ ○ 11: 10～ 

12: 00

【 講座13】  

アクショ ンプランを考える  

防災危機管理課 

健康学習課 

佐藤祐月 

米本かおり 

13: 00～ 

15: 50

【 講座14】  

５期生の経過報告 

６期生の計画発表 

名古屋大学 

 特任教授 

名古屋大学 

護  雅史 氏 

近藤ひろ子氏

５日目【 １２月２５日（ 金）】  減災館 
10: 00～ 

12: 00

高校生防災フォーラム 代表校発表 

名古屋大学 客員教授 

隈本邦彦 氏 

名古屋大学 

近藤ひろ子 氏 ○ ○ 
13: 00～ 

15: 50
グループ発表  

意見交換会  

修了式 

防災危機管理課 

健 康 学 習 課 ほか 

６
期

５

期
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

4日(月)、
8日(金)
25日(月)

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(医学部・医学系研究科、環境学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

13日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研究科、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)

20日(水)

教授会(文学部・文学研究科、医学系研究科、工学部・工学研究科、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)

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(教育学部・教育発達科学研究科、情報文化学部、宇宙地球環境研究所、
未来材料・システム研究所、総合保健体育科学センター)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

名古屋大学　平成28年1月予定表

           (教育記者会用)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

10月21日(水)
～
1月30日(土)
(日・祝日、12月
27日～1月4日
休館)

附属図書館医学部分館ミニ展示
会「名古屋のセンパーイ！ 明治
編－名古屋大学全学同窓会大学
支援事業①－」

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、1/5～7は17：00まで)、13：00～17：00(土
曜日)
内容：明治4年(1871年)の名古屋大学創基から昭和22年(1947年)
の名古屋帝国大学が名古屋大学へと改称されるまでの、本学の前
身校に在学、在職した著名人に関連する、入手が困難になりつつ
ある古書も含めた図書、文書、写真、絵葉書等によるコレクションを
展示公開する
入場料：無料

［関連特別講演会］
1月27日(水)
場所：医学部基礎研究棟1階会議室2
時間：10：00～11：30
講演題目：「尾張医学の大先輩　伊藤圭介－その医学と本草学」
講演者：山内一信(本学名誉教授)
参加費：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

11月7日(土)～
3月12日(土)
(期間中の土曜
日　全8回)

名古屋大学オープンカレッジ
「自由奔放！サイエンス－知識・
博学への挑戦」

場所：経済学部2階カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
内容：大学の研究室で行われている最新の研究やその熱意をでき
るだけわかりやすく伝える
対象：中学生以上、一般
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

11月10日(火)
～1月23日(土)
(日・月曜日、12
月27日～1月4
日休館)

第31回博物館企画展
「北の縄文人－豊かな海と山にか
こまれて－」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

2月4日(木)～
4月5日(火)
(日・月曜日休
館)

第32回博物館企画展
「ボタニカルア－ト作品展」
「伊藤篤太郎生誕150年－初めて
植物に学名を付けた日本人－」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連特別講演会］
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「カサノリに魅了された日本の植物学者」(2/6)
講演者：北山太樹氏(国立科学博物館研究主幹)
講演題目：「菌類と伊藤太朗、ナメコの絵がタイプ標本になった？」
(2/13)
講演者：大坪　奏氏、折原貴道氏(神奈川県立生命の星・地球博物
館学芸員)
講演題目：「標本の収集と保管－その歴史と意義」(2/20)
講演者：秋山　忍氏(国立科学博物館研究主幹)
参加費：無料

11月24日(火)
～
2月19日(金)
(土・日・祝日、
12月29日～1月
3日休館)

2月29日(月)～
4月15日(金)
(土・日・祝日休
館)

11月25日(水)
～
2月6日(土)
(日・月・祝日、
第2・4火曜日、
12月20日～1月
4日)

減災館第12回、第13回特別企画
展

場所：減災館
時間：13：00～16：00
テーマ：「昭和東南海地震」(第12回)、「三河地震」(第13回)
入場料：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

博物館事務室
052-789-5767

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示

「名大の蛾 Ⅰ．秋～冬の蛾」(11/24～2/19)
「写真サ－クルの写真展」(2/29～4/15)

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
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12月25日(金)
平成27年度高大連携高校生防災
教育推進事業
高校生防災セミナー

場所：減災館1階減災ホール、減災ギャラリー、他
時間：10：00～16：00
テーマ：「高校生を対象とした防災リーダーの育成」
講演者：隈本邦彦(減災連携研究センター客員教授)、他
内容：各高校の報告・意見交換
定員：75名
対象：愛知県内の高等学校の生徒、教員
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

1月6日(水)
第56回げんさいカフェ
－Gen Science Caf －

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：18：00～19：30
講演題目：「南海トラフ巨大地震発生で電気はどうなる？」
講演者：都築充雄(減災連携研究センター寄附研究部門准教授)
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)

減災連携研究センター
052-789-3468

1月9日(土)、
1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
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

1月10日(日)

平成27年度精神科医療普及目的
の市民公開講座
「脳とこころの健康のために－メン
タルヘルスを日常生活に生かす
－」

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～17：00
講演題目：「眠れない人のために」
講演者：藤城弘樹(医学系研究科寄附講座講師)
講演題目：「アルコールとメンタルヘルスの深い関係」
講演者：入谷修司(同寄附講座教授)
講演題目：「認知症のあれこれ」
講演者：鳥居洋太(医学部附属病院病院助教)
内容：講演、映画上映
対象：一般
参加費：無料

医学部附属病院精神科医局
052-744-2282

1月11日(月) 第8回「おもしろ科学教室」

場所：IB電子情報館中棟1階、東棟2階大講義室
時間：13：00～16：00
講演題目：「人と生活するロボットをつくるためには」
講演者：加納政芳氏(中京大学准教授)
内容：お話、展示・電子紙芝居見学、おもしろ科学工作教室
対象：小学生以上、一般
参加費：無料

おもしろ科学教室専用電話
070-1615-5569

1月14日(木)、
15日(金)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「法制度設計・国際的制度移
植専門家の育成プログラム」
オーストラリア国立大学Imelda
Deinla博士による特別講演会

場所：法政国際教育協力研究センター2階CALEフォーラム、文系総
合館4階408号室
時間：14：45～16：16(1/14)、10：30～16：15(1/15)
講演題目：「バンサモロ（フィリピン）を例にした正義と法の多元性へ
の道筋」
講演者：Imelda Deinla氏(オーストラリア国立大学博士研究員)
対象：学生、一般
参加費：無料

法学部・法学研究科
052-789-2324

1月14日(木)
第5回シンクロトロン光研究セン
ターシンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～18：00
内容：シンクロトロン光を利用した研究成果発表、放射光利用者懇
談会総会
対象：学生、一般
参加費：無料

シンクロトロン光研究センター
052-747-6562

1月16日(土)、
2月20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3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

1月18日(月)～
20日(水)

ルンド大学・名古屋大学との国際
共同シンポジウム

場所：医学部附属病院医系研究棟1号館、鶴友会館、中央診療
棟、他
時間：10：30～17：00(1/18、20)、10：30～17：40(1/19)
内容：共同博士学位プログラムへ向けた研究発表、調印式、戦略
会議、他
定員：50名
対象：本学構成員、ルンド大学教職員
参加費：無料

医学部・医学系研究科国際連携室
052-744-2507
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1月19日(火) 第86回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：18：30～20：00
講演題目：「障がい児療育における歯科医療の実践と課題－健康
と歯と行動療法－」
講演者：大岩隆則氏(愛知県立心身障害児療育センター第二青い
鳥学園歯科部長)
対象：学生、教員、医療関係者
参加費：無料

医学部保健学科THP人材育成室
教育研究支援室
052-719-3158

1月20日(水) 第117回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「国の防災対策とその地震・津波像について」
講演者：横田　崇氏(愛知工業大学教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

1月22日(金) 第21回名古屋メダルセミナー

場所：豊田講堂
時間：10：00～18：00
講演題目：「化学的手法による新たな作用機構を持つ化合物の開
発および医療への応用 (Chemistry towards Novel Mechanism-of-
Action (nMoA) Compounds in Therapeutics Discovery)」、「化学お
よびヒト生物学の手法を用いたがん治療の開発 (Chemistry and
Human Biology towards Cancer Therapeutics Discovery)」
講演者：スチュアート・シュライバー氏(ハーバード大学教授)
講演題目：「レアアースおよび第4族金属錯体を用いた新たな化学
変換反応 (Rare Earth and Group 4 Metal Complexes for Novel
Chemical Transformations)」
講演者：侯　召民氏(理化学研究所教授)
内容：有機合成化学
定員：1,200名
対象：有機合成化学やケミカルバイオロジーに興味のある方
参加費：無料

トランスフォーマティブ生命分子研究
所
特任助教　宮﨑亜矢子
052-789-4999

1月23日(土)、
2月6日(土)

ビジネス人材育成センター
平成27年度後期B人セミナー

場所：ナショナルイノベーションコンプレックス2階小会議室
時間：10：00～15：00(1/23)、10：00～16：00(2/6)
テーマ：「アイディアの出口戦略」、「若手起業家の経験談を聞く！
必要なマインド、能力を探る！」(1/23)
「ユーザーの求めるサービスや製品化への道－スタンフォード大学
版の顧客開発・仮説検証モデルの考え方を学ぶ－」(2/6)
対象：博士課程学生、ポスドク

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

1月23日(土)、
1月29日(金)、
1月30日(土)

平成27年度防災人材育成研修
防災・減災カレッジ

場所：減災館2階災害対策室
時間：9：30～17：00
講演者：隈本邦彦(減災連携研究センター客員教授)、他
内容：防災基礎研修
定員：60名
参加費：3,000円(防災基礎研修1日＋各コース2日間)、他

減災連携研究センター
052-789-3468

1月26日(火)
平成27年度第10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
講演者：嶋田　創(情報基盤センター准教授)
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
2月23日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

1月28日(木)、
29日(金)

第28回宇宙地球環境研究所年代
測定研究部(旧年代測定総合研
究センター)シンポジウム

場所：野依記念学術交流館
講演題目：「加速器質量分析技術の発展と応用研究の拡大」
講演者：中村俊夫(宇宙地球環境研究所教授）
講演題目：「グリーンランド・イスア地域の岩石から読み解く約38億
年前の生命圏」
講演者：大友陽子氏(北海道大学特別研究員）
講演題目：「能登半島で観測されるPM2.5の季節的特徴」
講演者：松木　篤氏(金沢大学准教授）
対象：学生、一般
参加費：無料(懇親会費は5,000円(一般)、3,000円(学生))

宇宙地球環境研究所基盤研究部門
年代測定研究部
052-789-2579
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1月29日(金)
国際言語文化研究科
第49回日本語教育学講座講演会

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：16：30～18：00
講演題目：「身体性とメタファー－身体性とメンタルスペースを使っ
たメタファー理論の素描－」
講演者：鍋島弘治朗氏(関西大学教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　鷲見幸美
ysumi@lang.nagoya-u.ac.jp

2月13日(土)、
14日(日)

第48回地球教室－フィールドセミ
ナー－「鉱物をさがそう！」

場所：名古屋市科学館(名古屋市中区)、蒲郡市生命の海科学館
(愛知県蒲郡市)、三田石材（愛知県西尾市）
時間：14：00～16：30(2/13)、9：00～16：00(2/14)
内容：鉱物の性質について学習し鉱物の採集と鑑定をする
定員：30名
対象：小学3年生以上、一般(小学生は保護者同伴)
参加費：2,000円

博物館事務室
052-789-5767

2月27日(土)、
3月5日(土)

博物館コンサート NUMCo

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
定員：200名(立ち見あり)
参加費：無料

「ウクレレデュオ」(2/27)
演奏曲目：「ナプアモハラ(花は咲く)」、「メドレー(ふるさと、浜辺の歌
等)」、他
出演：Yeh☆`ie(イェーィエ)、千田初子氏(フラ)

「博物館がJAZZYになる」(3/5)
出演：長谷川智則氏、他

博物館事務室
052-789-5767

2月29日(月)、
3月16日(水)

［博物館友の会会員向け］
ギャラリ－ト－ク

場所：博物館2階展示室
時間：13：00～14：00

「伊藤篤太郎生誕150年」(2/29)
講演者：野崎ますみ(博物館研究員)
「ボタニカルア－ト作品展」(3/16)
講演者：東海林富子氏(植物画家)

博物館事務室
052-789-5767

3月5日(土)
医学系研究科看護学・医療技術
学・リハビリテーション療法学専攻
大学院説明会

場所：医学部保健学科本館2階、東館4階
時間：9：00～12：00
内容：全体説明会、専攻別説明会
対象：大学院入学を検討している方
参加費：無料

医学部・医学系研究科
大幸地区事務統括課
052-719-1518
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