
平成２９年１月２６日 

平成２８年度 第９回 名古屋教育記者会懇談会テーマ 

Ⅰ 世界屈指の大学を目指す取り組み  ＮＵ ＭＩＲＡＩ ２０２０  

１：平成 28 年度名古屋 COI 拠点成果発表会及び公開シンポジウム 

「未来のクルマ×人×社会 を創る」について         ･･･【資料１】 

２：名古屋メダルセミナー組織委員会主催、ＩＴｂＭ共催による第 22 回名古屋メダルセミナ

ーについて                         ･･･【資料２】 

３：ＴＧＵシンポジウム ｉｎ ｎａｇｏｙａ２０１７ 

～指定国立大学を目指して～について             ･･･【資料３】  

Ⅱ ハイライト   

４：PhD プロフェッショナル登龍門～フロンティア・アジアの地平に立つリーダーの

養成                            ･･･【資料４】 

・平成 28 年度シンポジウム「社会に羽ばたく博士人材の育成～博士人材のキャリ

アパス支援～」について 

：PhD プロフェッショナル登龍門～グローバル人材のための国際情勢講座 

･･･【資料５】 

・第 12 回「2017 年の世界経済の動向と日本に求められる対応」について 

・第 13 回「アフガニスタンの戦後復興と平和 

―「アフガン・ピースベアー」からみるアフガニスタンの「今」―について 

５：元記者の視点で！ 本学ＨＰにてコラム連載開始について    ･･･【資料６】 

Ⅲ 行事・その他  

６：精神・発達障害に関する理解促進セミナー「こころの病」って、本当のところ何だろう？

                              ･･･【資料７】 



７：テクノシンポジウム名大「マルチコプター2.0 時代へ～空の産業革命を迎えて～」

                              ･･･【資料８】 

８：行事予定                          ･･･【資料９】 

■：日本公認会計士協会と名古屋証券取引所との共同研究の記者会見（名古屋証券取引

所５階 名証ホール）（リリース資料のみ）            ･･･【資料 10】 
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平成29年1月26日 

国立大学法人 名古屋大学 未来社会創造機構 

名古屋大学 教育記者会 各位 

平成28年度 名古屋COI拠点成果発表会及び公開シンポジウム 
「未来の クルマ×人×社会 を創る」開催案内 

 名古屋大学 未来社会創造機構は、文部科学省及び国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の「革新的イノベ
ーション創出プログラム（COI STREAM）」を受託し、産学官連携による「多様化・個別化社会イノベーションデザ
イン拠点（名古屋 COI 拠点）」体制（別紙）を形成して、10 年後の「高齢者が元気になるモビリティ社会」実現に
向け研究開発に取り組んでいます。このたび、「未来のクルマ・人・社会のあり方」をテーマに、過去 3 年間の研
究成果を紹介する成果発表会と公開シンポジウムを、下記のとおり同日開催いたします。 
※名古屋ＣＯＩ拠点HP：http://www.coi.nagoya‐u.ac.jp/ 

開 催 概 要 

 成果発表会（午前）では、当拠点が進めている高齢者個人に合わせた運転支援（運転指導員型運転支援シス

テム）研究を中心に最新の研究成果をご紹介します。加えて、最前線で活躍する研究者と直接対話ができるポ

スターセッションを行います。 

 公開シンポジウム（午後）では、国内第一線のゲストがモビリティ、ロボット、人間拡張工学、健康・医療

材料、自治体における新産業創出、等々の先端的取組みをご紹介します。その後、「10 年後、未来
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

はそこに

ある!? “拡張”するモビリティと新しい社会」と題し、当拠点の若手研究者も加わったパネルディスカッシ

ョンを行います。 

開催日時：平成 29年 2月 24日（金） 10：00～16：00（受付 9：30～） 

開催場所：名古屋大学 東山キャンパス 坂田・平田ホール（理学南館） （愛知県名古屋市千種区不老町） 

スケジュール： 

 ■名古屋 COI拠点成果発表会 10：00～13：30 

  開会挨拶：松尾 清一（名古屋大学 総長） 

  来賓挨拶：調整中 

  発表者： 

   畔柳 滋（名古屋 COI拠点 プロジェクトリーダー／トヨタ自動車(株) 未来創生センター 担当部長） 

   森川 高行（名古屋 COI拠点 研究リーダー／名古屋大学 教授) 

   二宮 芳樹（名古屋 COI拠点 モビリティ部門長／名古屋大学 特任教授） 

 ■名古屋 COI拠点公開シンポジウム 13：30～16：00 

  登壇者： 

   青木 俊介（ユカイ工学(株) CEO） 

   稲見 昌彦（東京大学 先端科学技術研究センター 教授／超人スポーツ協会 発起人・共同代表） 

   田中 賢（九州大学 先導物質化学研究所 教授／山形大学 ソフトバイオマテリアル研究センター長） 

   多名部 重則（神戸市 医療・新産業本部 新産業創造担当課長） 

   福岡 宗明（WHILL(株) CTO 兼 共同代表取締役） 

   石黒 祥生（名古屋 COI拠点 情報基盤グループ／名古屋大学 特任准教授） 

   小野島 大介（名古屋 COI拠点 バイオデバイス加工グループ／名古屋大学 特任講師） 

   金森 亮（名古屋 COI拠点 交通・情報システムグループ／名古屋大学 特任准教授） 

  モデレーター： 

   青木 宏文（名古屋 COI拠点 副研究リーダー 兼 人間・加齢特性グループ／名古屋大学 特任教授） 

参加対象者：一般市民、産学官連携事業に係る企業、行政、大学関係者 

定  員：250名（参加費無料／定員に達し次第、締切りとさせていただきます。） 

主  催：国立大学法人 名古屋大学 未来社会創造機構 

申込方法：下記URL先の参加申込フォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください  (期限：H29/2/20) 

      イベント紹介ページ：http://www.coi.nagoya‐u.ac.jp/news/20170224.html 

 

  

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 地域連携・情報発信グループ COI推進ユニット 

 担当：跡部(あとべ)、董(とう)  電話：052-788-6056 E-mail：info@coi.nagoya-u.ac.jp 01

資料１



（別紙）「多様化・個別化社会イノベーションデザイン拠点（名古屋COI拠点）」について 

■ 目指すビジョンと研究開発内容 

 当拠点では「高齢者が元気になるモビリティ社会」をビジョンに掲げ、高齢運転者の運転アシスト機能や外

出誘導サービス、交通インフラ、持続可能な社会のしくみなど、ビジョンの実現及び社会実装に向けた研究開

発を、「モビリティ研究」、「情報基盤研究」、「くらし・健康基盤研究」、「サステナブル基盤研究」の 4

つの部門、並びに複数部門が連携する協調領域研究で取り組んでいます。 

 

■ 実施体制 

 名古屋 COI拠点は、名古屋大学が中核機関となり、産学官が連携して活動しています。 

 

02



03



04



        平成29年1月10日 

名古屋教育記者会各社 御中 

 

「第22回名古屋メダルセミナー」の開催について 

 

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長 

名古屋大学理学研究科物質理学専攻 教授 

名古屋メダルセミナー組織委員会 委員長 

伊丹 健一郎 

 

 名古屋メダルセミナーは、科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター長・名古屋大学特別教授の野依良

治先生と中部大学・米国シカゴ大学教授の山本尚先生（名古屋大学名誉教授）の発案にて、MSD生命科学財団

（旧：万有生命科学国際交流財団）のご支援を受け、1995年に創設されました。両先生はわが国が国際競争力

を維持し、さらに発展するための鍵となる研究領域は「有機合成化学」であるとの強いお考えのもとに、将来

を担う若人にその可能性とその面白さ、奥深さを再認識させたいと思われました。国際的に大活躍されている

超一流の研究者ご本人にご自分の研究の最先端を学生向けにわかりやすく講演していただくことが、最も教育

的だと考えます。この両先生の思いが「名古屋ゴールドメダル」の始まりであり、今年度で第22回を迎えます。

1999年からは「有機合成化学の分野において、大きなインパクトを与えた、比較的若い日本の研究者にシルバ

ーメダルを授与する」ことが決まりました。これまでに、21個のゴールドメダルと18個のシルバーメダルを授

与し、本メダルの国際的認知度は加速度的に高まっています。 

 21世紀に入ってから、「有機合成」に関わるテーマでノーベル化学賞が9名もの人に授与されました。野依良

治博士、ウィリアム・ノールズ博士「不斉触媒による水素化反応の研究」、バリー・シャープレス博士「不斉

触媒による酸化反応の研究」、イブ・ショーヴァン博士、ロバート・グラブス博士（1997年名古屋ゴールドメ

ダル）、リチャード・シュロック博士「有機合成におけるメタセシス法の開発」、鈴木章博士、根岸英一博士、

リチャード・ヘック博士「有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング」です。また、昨年には、3

名の化学者、フランスのジャンピエール・ソバージュ博士、英国のJ・フレーザー・ストッダート博士、オラン

ダのバーナード・フェリンガ博士の3氏に「分子機械」に関する研究が評価され、ノーベル化学賞が授与されま

した。うち、ストッダート博士およびフェリンガ博士は、それぞれ2004年および2013年に名古屋ゴールドメダ

ルを受賞し、これまでに合計3名の名古屋ゴールドメダル受賞者がノーベル化学賞を受賞しています。このこと

から、有機合成が実社会で果たす役割がいかに大きいかということが、一般市民にも広く理解されたことと思

います。特に日本人の貢献度は高く、「有機合成」はわが国のナショナルサイエンスとして過言ではありませ

ん。わが国では7名のノーベル化学賞受賞者を生み出してきました。この研究文化を今後とも続け、名古屋メダ

ルセミナーを介して、わが国の若手研究者・学生に大いに刺激を与え、多くの新しい芽を育てたいと思ってお

ります。 

 今年は、米国マサチューセッツ工科大学のスティーブン・バックワルド (Stephen Buchwald) 教授にゴールド

メダルを、北海道大学の澤村 正也教授にシルバーメダルを授与します。バックワルド教授からは「パラジウム

触媒による炭素-ヘテロ原子結合反応 (Palladium-Catalyzed Carbon-Heteroatom Bond-Forming Reactions)」と「有機

合成における銅触媒による不斉ハイドロ機能化反応 (Copper-Catalyzed Asymmetric Hydrofunctionalization 

Processes in Organic Synthesis)」を、 澤村教授からは「効率的な有機合成に向けたリガンドの設計 (Ligand Design 

for Efficient Organic Synthesis)」のご講演をいただく予定です。 本セミナーのポスターを添付（別添）いたしま

す。ご来場いただき、御一見いただければ幸いです。 

 何卒、よろしくお願い申し上げます。 
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記 

 

日 時：平成29年1月27日（金曜日）10:00 – 18:00 

会 場：名古屋大学 野依記念学術交流館 

 

（問い合わせ先） 

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長 伊丹 健一郎 

E-mail：nagoya-medal@itbm.nagoya-u.ac.jp 電話/FAX: 052-788-6098 
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TGU Symposium in Nagoya 2017 

～指定国立大学を目指して～ 

 

日時：平成 29 年 2 月 17 日（金）13:10～17:25 

場所：豊田講堂（500 人） 

趣旨：スーパーグローバル大学創成支援事業が始まって２年半が経過した。これまでの事

業の進捗・達成状況を周知し、外部から意見をいただき、指定国立大学法人制度と

足並みを揃え、今後の事業に反映させる。 

対象：本学教員（各部局執行部はマスト）、事務職員、学生 

使用言語：日本語（英語同時通訳（150 人）、スライド資料は英語） 

 

（  13:10 シンポジウム開始 司会：岩城教授  ） 

 

13:10-13:20   開会挨拶および名古屋大学の TGU 趣旨説明：國枝理事 

13:20-13:25   来賓挨拶（文部科学省 ※調整中） 

13:25-13:45   戦略①国際的先端研究力強化について：藤巻教授 

13:45-14:30   戦略②ジョイント・ディグリーの実施状況について： 

阿波賀教授、村瀬准教授、粕谷准教授 

 

（ 14:30-14:45 休憩 ） 

 

14:45-15:05   戦略③-1 教育改革について：戸田山教授ほか２名登壇 

15:05-15:25   戦略③-2 国際教育について（G30、NU-OTI）：ウォリス先生，星野先生 

15:25-15:45   戦略④アジア戦略について（ASCI）：磯田学院長 

15:45-16:15   指定国立大学法人制度との連携について：國枝理事、木村理事 

 

（ 16:15-16:30 休憩 ） 

 

16:30-17:20   ディスカッション（会場との質疑応答含む）：司会 渡辺理事 

壇上：松下理事、國枝理事、IAB 4  会場最前列：留学生（JD・G30 学生）、講演者 7 

 

17:20-17:25   閉会の挨拶：松下理事 

 

（ 17:25 シンポジウム終了 ） 

  

17:40      交流会（豊田講堂ホワイエ）：3 理事、IAB 4、講演者 7、 

教育研究評議会評議員 他 

19:00      中締め 
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スーパーグローバル大学創成支援（タイプＡ）名古屋大学 取組概要

【構想の名称】
21世紀、Sustainableな世界を構築するアジアのハブ大学

【SGUの取組を通じて目指す大学の将来像】
名古屋大学では学術憲章を定め、「自由闊達な学風の下、人間と社会と自然に関する研究と教育を通じて、人々の幸福に

貢献すること」を基本理念としている。研究面では「世界のトップを目指す先端研究強化」、教育面では「魅力あるグローバル
なNagoya University」を目的とし、それらをアジアというフィールドで展開することにより「アジアのハブ大学」となることを構
想とした。これらの目的の実現により、サステイナブルな世界を構築するアジアのハブ大学としての役割を果たし、21世紀の

人類社会に貢献する気概と能力を備えた名実ともに「世界のトップ大学」となる。

【構想の概要】
様々の取組を多層的、多極的に国際スケールで展開し、10-20年後の名古屋大学が世界をリードするTop Global 

Universityとして発展していくために、以下の４つの戦略をもって改革を進める。
（１）世界Topレベルを目指す先端的研究強化 （２）海外Top大学とJoint Degree実施
（３）世界を牽引する人材の育成 （４）アジアにおける拠点の展開

１．構想の概要

実施体制

国際担当

教育担当

総長
研究担当

産学担当 ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
運営本部

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ

構想概要
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【１０年間の計画概要】

本構想において、名古屋大学は、研究面では「世界のトップを目指す先端研究強化」、教育面では「魅力あるグローバルな
Nagoya University」を目的とし、それらをアジアというフィールドで展開することにより「アジアのハブ大学」となることを目的と
した本構想を策定した。

（戦略１）世界Topレベルを目指す先端的研究強化
本学は、スーパーグローバル大学創成支援事業はもとより、世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI-focus）、研究大学

強化促進事業、革新的イノベーション創出事業（COI）に採択されるなど、国内では屈指の研究大学として、その地位を固め

つつある。また、国際的にもノーベル賞受賞に代表されるように、世界的研究拠点として認知されつつある。今後は、各種ラ
ンキング調査において、世界トップ100位程度に留まっている現状を打破し、本学が内包するポテンシャルを十分に出しきれ
るような取組を進める。

（戦略２）海外Top大学とJoint Degree実施

本学は世界の先端研究を進める海外大学と共同教育、共同研究を実施する「ジョイントディグリーを目指す国際共同教育
研究ユニット」を新設する。戦略の一つとして研究ユニットを活用したプログラムを支援することにより、各ユニットは教員短期
相互派遣や共同研究、集中講義を実施し、ジョイントディグリープログラムの設立を目指していく。本学では、平成32年までに
欧米やアジアの主要大学と10-20ユニットの設置を目標としている。

（戦略３－１）世界を牽引する人材の育成 「教育改革」
本学の目指す「教育の国際化」は、留学生の拡大や授業の英語化にとどまらない。本学が研究のみならず教育においても、

国際社会におけるプレスティッジを獲得し、「ぜひ名古屋大学で学びたい」と、国内外の多くの優秀な学生を惹きつけるだけ
のレベルの高い教育を展開すること。これが、本学の目指す「教育改革」の究極目標である。
・教育システムの国際通用性を高める。

・教育内容を国際的評価に耐えられるものに高度化することである。

（戦略３－２）世界を牽引する人材の育成 「国際交流」

本学では、留学生の受け入れ拡大、国際的な教育の充実、学生の海外派遣拡大等を一体的に進めるため、平成27年度に

これまでの国際教育交流本部を拡充させた「国際機構」を設立する。全学的な取り組みとして、学部学生の留学を促進し、将
来的には全ての学生が海外経験を積めるだけの枠組み作りを目指す。留学生の受け入れ数に関しては、平成32年までに
合計3000人を目指す。G30を中心とした英語による授業数を拡大し、英語カリキュラムの多様化を進める。

（戦略４）アジアにおける拠点の展開
本学は、他大学に先駆けて法律、医療、国際開発等の分野においてアジア諸国の行政官など、人材育成を行ってきており、

国内外で高い評価を得ている。これらを通じて、名古屋大学の人的・知的ネットワークをアジア諸国で構築しており、海外に
全学同窓会14支部を設立している。このような取組を通じて多様性の中で教育・研究を展開することで、成長するアジアとと

もに学ぶハブ大学を目指している。また、アジアサテライトキャンパス学院は「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」を
実施し、本邦キャンパスとサテライトキャンパス双方による質の高い博士課程教育を行っている。平成28年までに8か国（開

設済：カンボジア、モンゴル、ベトナム、開設予定：インドネシア、ラオス、ウズベキスタン、ミャンマー他）にサテライトキャンパ
スを設置。5分野（法学、医学、生命農学、国際開発、環境学）で10年間に50名以上の国家中枢人材輩出を目指す。

【特徴的な取組（国際化、ガバナンス改革、教育改革等）】
ガバナンス

迅速で風通しの良い学内体制を整え、学内の意思決定を迅速に行うなど総長のリーダーシップが発揮しやすくなるための
機能を高める。具体的には、総長、執行部と部局長の懇談の機会を増やし、部局と情報や問題意識の共有を進める。イン
ターネットを用いた意見交換の場（JAM セッション）も意見の循環に活用する。これに加えて、外部情報の収集、学内の強み

分析、戦略策定体制（部局の参加）、施策の進捗状況とその効果のモニター等を行う。また、インターナショナルアドバイザ
リーボードや、外国人参与による国際的観点からの意見も取り込む。
【海外の大学との連携の推進方策】

世界的な大学教育の国際化により、世界の有名大学は他国の大学との研究・教育連携を進めている。これまで、本学も研
究・教育の国際化に対応した様々な活動を行ってきたが、これをさらに加速させるため、研究科・専攻といった枠組みでの新
たな国際的活動が必要とされている。本学医学系研究科はアデレード大と2014年2月にジョイントディグリープログラムに調

印した。今後、交流実績のある海外トップ大学（フライブルク大学（ドイツ）、ミュンスター大学（ドイツ）、ストラスブール大学（フ
ランス）、ジョンズホプキンス大学（アメリカ）、ミシガン大学（アメリカ）、エディンバラ大学（イギリス）、カセサート大学（タイ）等、
20大学程度）との提携の拡大を目指している。これら計画遂行のための国際共同研究プログラム本部を設置し、ジョイント

ディグリー、国際共同研究を推進している。
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国際化関連

■ 共通の成果指標と達成目標

１ アジアサテライトキャンパス学院「国家中枢人材養成プログラム」の推進

ウズベキスタン国、フィリピン国、ラオス国に新たにサテライトキャンパスを
設置した。前年度設置した3サテライトキャンパスと併せて、合計6ヶ国にサテ
ライトキャンパスを整備している。また、平成27年度より、新たに環境学研究

科が「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」にプログラムの提供を開
始し、合計5研究科がプログラムを提供する事となった。サテライトキャンパ

スの拡充及び研究科の追加によって、より多くの国を対象に、より多くの分
野のプログラムの提供が可能となっている。

３ 英語による授業数の増加

以前より実施してきた質の高い学部・大学院教育を留学生にもより広く提供し、国際的に活躍できる人材を育成す
るため、外国人留学生等を対象とした英語のみで学位が取得可能な国際プログラム群（Internaionl Program）を開

設、基礎数学、化学、物理学、生物学、自動車工学、経済学、法学、文学など文系・理系ともに多くの授業を提供し、
英語授業の拡大を進めている。平成25年度に820科目ほどであった講義数は、既に学部・大学院の科目を合計する
と1700科目（当初目標1000科目程度）を越えている。これら授業は、日本人学生も受講及び単位取得が可能とし、
英語レベル向上のための環境を提供している。その他、IELTSやTOEFL-iBT集中講義を開講し、留学に向けた英
語力向上に取り組んでいる。

ガバナンス改革関連

２ ジョイントディグリーに向けた活動

本学医学系研究科は、日本の大学として初めて文部科学省より設置が認
められたオーストラリア国アデレード大学と国際共同学位プログラムを昨年
10月より開始した。また、記念シンポジウムを平成27年10月16日に開催し、

アデレード大学以外の海外協定校担当教員も招へいし、ジョイントディグ
リーに向けた本学の活動計画について議論を行った。

今後は、交流実績のある海外トップ大学（独国フライブルグ大学、仏国スト
ラスブール大学、英国エディンバラ大学、タイ国カセサート大学、米国ノース
カロライナ州立大学等）との提携拡大を模索しており、積極的な活動を展開
していく。

教育改革関連

１ 教育システムの国際通用性を高める取組
・平成29年度のスタートに向けて、クオーター科目を可能にする学年暦の素案を、教育改革WGにおいて作成した。
・カリキュラムの体系性を明示し、カリキュラムの国際通用性を高めるため、平成29年度に大幅な改組やカリキュラ
ム改革が予定されている組織を除き、授業科目へのナンバリング付与を実施した。
・大学院授業シラバスの日英併記化を、平成29年度に大幅な改組やカリキュラム改革が予定されている組織を除き、
実施した。英語でシラバスを書くための例文集とひな形を作成し、教員が利用できるようにした。

・教育の質保証と教育の３つの方針に基づく一体的な入学者選抜の改革のため、教育基盤連携本部の設置を決定
した。

〈ラオスサテライトキャンパスの開校式の様子 〉

２ 教育内容の国際通用性を高める取組
・教育改革WGにおいて，成績評価の評価記号の見直し等を含む成績評価の国際標準化に関する検討を進めた。
・大学院共通科目のアカデミック・ライティング科目を「リサーチ・スキルズ」（Thinking Skill，Writing Skill，
Speaking Skill，Research Ethics）として再編・強化した。

・学生の自主的学習促進のため、昨年度に引き続いて附属図書館の夜間・休日の開館時間を延長している。休日
の総入館者数は1.5倍（10万人から15万人以上）に増加し、アンケートにおいても学生から学習環境改善に重要な
役割を果たしている結果となっている。

２．取組内容の進捗状況（平成２７年度）

実施体制の整備

・本プログラムの安定的な促進のため、「スーパーグローバル運営本部」を設置している。本年度は下部組織として
予算部会及び実施計画部会を設置して各種取組を支援した。

・国際共同研究、国際共同教育の活動を全学として支援する運営支援組織「国際共同教育研究プログラム推進室」
を設置した。医学系研究科以外においても国際共同学位プログラムが開始できるよう、全学として推進する体制・制
度を構築した。
・関係職員等に対して目標の明確化を図るため、アクションプランⅠ（2015-2017)を作成して配布した。
・平成27年5月13日に教職員向けのシンポジウムを開催して、その趣旨や各種取組について説明を行った。550名
を超える教職員が参加して、予定終了時間が過ぎても会場から質問が途切れないほど盛大なシンポジウムとなった。

〈 昨年10月に海外協定校との更なる国際共
同学位プログラム促進を目的としたシンポジ
ウム開催の様子 〉
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■ 国際的評価の向上につながる取組

■ 自由記述欄

〈公開シンポジウムの様子 〉

■ 大学独自の成果指標と達成目標

１ Joint Degreeユニット数

医学系研究科のアデレード大学・フライブルグ大学との国際共同教育研究ユニットの構築を皮切りに、全研究科に
おいて世界Top大学との連携を模索・推進し、平成35年度には20ユニット構築を目指す 。

２ 留学積み立て参加者
留学等を希望する学生が毎月1万円を積み立てる任意加入の制度を平成27年度から創設した。加入者の積み立て

た金額が留学する時点で不足している場合、本学の貸付制度（無利子）を利用して、必要経費を用意できる。平成27
年5月に学生父兄を対象とした説明会を実施し、200名を超える参加者があった。本制度は平成27年度から開始し、
平成29年度には400名程度の利用を目標としている。

〈ウズベキスタンでの研修の様子 〉

３ NU Overseas Take-off Initiative(NU-OTI)よる海外派遣
平成27年度は、海外での学習と名古屋大学内での学習を組みあわせたプロ

グラムを教養教育科目として開講した（全学教養科目4、言語文化科目3）。全

学教養科目を例にとると、プログラムを拡充するにあたり、学習内容が明確な、
それぞれ独自の内容を持つ授業を設計し、運営した（米国、ウズベキスタン、タ
イ、英国）。学習の場のグローバルな広がりを体験する（米国）、将来的な学術
研究のための基礎的姿勢を身につける（ウズベキスタン、タイ、英国）といった
学習目標が達成できた。成果は、刊行物や口頭発表等で学内外に公表してい
る。平成27年度は、101名の学生がNU-OTI科目に参加し、本学の学生派遣数
は全体で1,013名にのぼった（前年度は605名）。

【海外の大学との連携の実績】
途上国の協定校を中心に、教育研究の連携、並びに優秀な大学院生の獲得も視野に入れた本学教員による模

擬講義を実施している。特に中国では、『名大巡講』と銘打って、本学上海事務所の協力も得ながら模擬講義の展
開を行っている。平成27年度は、浙江大学、南京大学、吉林大学、東北大学、華中科技大学で実施し、合計約500
人の聴講があった。結果として、平成28年度の大学院応募者に多くの当該訪問大学からの申請があった。また、ベ
トナムとタイでも模擬講義を実施しており、今後、同国からの優秀な留学生獲得に期待をしている。

先端的研究の取組
平成27年10月に発足したオールジャパン体制の「窒化ガリウム（GaN）研究

コンソーシアム」を活用した取り組みとして、文部科学省の平成28年度事業

「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」に採択された。
今後は、天野浩未来材料・システム研究所教授らが研究代表者となり、名古
屋大学を中核拠点として、窒化ガリウム等を材料とした次世代半導体の早期
実用化に向け、産学官が連携して研究を加速していく。

１ 国際学術コンソーシアム（Academic Consortium；AC21）
平成14年6月に世界の24主要大学・教育研究機関の代表が参加した本学の国際フォーラムにおいて、学術ネット

ワーク構築を目的として、本学が主軸となる国際学術コンソーシアム（AC21)を設立した。米国のノースカロライナ州

立大学、ミネソタ大学や中国の吉林大学、上海交通大学、東北大学、同済大学、南京大学、北京大学なども参加し
ている。そのフォーラムにおいてメインテーマであった「21世紀における大学の使命と役割」は、今日のAC21の活動

のテーマとなっている。昨今の活動としては､昨年4月に6回目となる学生世界フォーラムを仏国ストラスブール及び
独国フライブルグにて開催した。フォーラムのメインテーマは「地方・地域レベルのデモクラシーにおけるヨーロッパの
知見」で、メンバー大学18大学38名の学生が参加し、グループディスカッション等を通じて国境を越えた協力や共生
に対する意識を高める機会になったと学生からも意見が寄せられる会となった。

２ RENKEI（Research and Education Network for Knowledge Economy Initiatives）
RENKEIは、日英12大学（日本側：名古屋大学、大阪大学、九州大学、京都大学、東北大学、立命館大学 英国

側：サウサンプトン大学 、ニューカッスル大学、ブリストル大学、ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン（UCL）、リーズ
大学、リバプール大学）によるコンソーシアムで2012年3月に発足した。大学間連携や産学連携を教育・研究の分野
で進めることを目的としており、ワーキンググループを作って、様々な活動を行っている。

2014年に、名古屋大学は、ブリストル大学及びサウサンプトン大学と協力して、「2014年RENKEI日英航空宇宙工
学ワークショップ」を開催し、日英両国の大学から、20名の学生及び若手研究者がこの１週間のワークショップに参
加した。 2015年には、サウサンプトン大学、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、大阪大学が開催したワークショップ
にそれぞれ学生を派遣している。

12



13

資料４



14

資料５



15

資料５



16

資料６



17



名古屋大学
国際機構国際連携企画センター
特任教授辻篤子
http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp/

18



背景

• 「障害者差別解消法」施行

対応

• 教職員への啓発活動

• キャンパスのUD化推進
・キャンパスサインマニュアル2014
・キャンパスUDガイドライン2015
・キャンパスマスタープラン2016

⇒ サステイナブルキャンパス評
価システムで唯一「プラチナ」

課題と本取組

• しかし、周囲の学生の障害に関
する理解促進なしに、大学の障
害者支援はありえない。

• そこで、次は学生に対しても啓
発活動を展開していく。

• その第一弾。
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啓発活動

• 「障害者差別解消法」施行の前
後のみ（左表）

• 通常の講演会形式だけでなくシ
ンポジウム形式でも

• 各学部教授会で

• e‐learningで

• Webアンケートで

• 近隣大学の教職員や企業にも
オープン
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実際は、この数字
より多い。
増加の一途

（JASSO, 2016）
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（JASSO, 2016）
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まとめると・・

• 障害学生の把握が困難

• 多くは「見た目にはわからない」

• 精神障害・発達障害の学生の増加が予測

• 学生は、上記障害に関する知識はない

• 教員だけで対応？無理です

• 周囲の学生の理解やちょっとした支援こそが
重要   理解を促す仕掛けが必要
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主 催：名古屋大学 大学院工学研究科

共 催：公益財団法人 日比科学技術振興財団

2017年

2月20日（ 月）
13:00▶ 17:30（開場12:30)

当日15: 30頃から30分間程度予定しています。
※中止時は https://twitter.com/NU_CSELにてお知らせします。

テクノ シンポジウム 名大

名古屋大学東山キャンパス

野依記念学術交流館
地下鉄名城線 名古屋大学駅 西地区連絡通路出て
反対の横断歩道渡り東へ直進、徒歩５分

マルチコプタ ー 2.0時代へ
「 空の 産業革命」 を 迎え て

入場無料※どなたでもご参加できます。事前のお申し込みは不要です。

野波健蔵（ 千葉大学・自律制御システム研究所）

ドローンの先端技術とビジネス最前線

森 浩一（ 名古屋大学）

強風環境下におけるマルチコプターの安定化による
台風観測への挑戦

石田敦則（ 三信建材工業）

ドローンを利用した非ＧＰＳ環境下での構造物点検事例

金田賢哉・此村 領（ 本郷飛行機）

産業化へ向けた要素技術開発

中村 翼（ CART!VATOR）

世界最小の空飛ぶクルマ‘ＳｋｙＤｒｉ ｖｅ’の開発

豊田講堂前広場ド ローン デモ飛行
のお知らせ（ どなたでも見学できます） お問い合わせ先

航空宇宙工学専攻 原 進
haras@nuae.nagoya-u.ac.jp

デモ飛行 予定機
三信建材工業

自律制御システム研究所

本郷飛行機

CART!VATOR

（ 敬称略）

名古屋大学
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“テクノ シンポジウム 名大” 

「マルチコプター 2.0時代へ」 

空の産業革命を迎えて 

開 催 の お 知 ら せ 

プログラムは裏･をご覧ください 

名古屋大学 大学院･学研究科と公益財団法人 日比科学技術振興財団は、テクノ シンポジウム 

名大 「マルチコプター2.0時代へ」 を２０１７年２月２０日（月）に名古屋大学東山キャンパス

野依記念学術交流館で開催いたします。なお、ドローンのデモ飛･を15:30頃から豊田講堂前 

広場で実施します（天候不良等による中止時には、https://twitter.com/NU_CSELでお知らせします。）。 

どなたでも無料で事前登録なしにご参加いただけます。直接会場へお越しください。デモ飛･の

御･学のみでも歓迎いたします。世界的に有名なドローンの第一人者（野波健蔵氏）、ドローンの

ベンチャービジネスに挑む大学院生（･･賢哉氏・此村 領氏）、そしてマスコミも注目する「空･

ぶクルマ」を目指す若･技術者グループのリーダー（中村 翼氏）など、魅･的なゲストをお招き

して、マルチコプターのこれまでの成果から次の時代（2.0時代）の展開まで、一度に理解できる

貴重な機会となります。皆様のご参加をお待ちしております。 

※ ドローン飛･デモの会場では、安全のため係員の指･に従ってください。 

お問い合わせ先   名古屋大学 大学院･学研究科 航空宇宙･学専攻

原  進 haras@nuae.nagoya-u.ac.jp 電話 052-789-4416 

地下鉄
名古屋大学駅
３出入口

(･地区連絡通路)

シンポジウム会場
野依記念 
学術交流館

ドローン飛･
デモ会場

豊･講堂前広場
15:30頃から 

約30分間の予定。

飛･デモのみ
こちらで 
･います
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“テクノ シンポジウム 名大” 

「マルチコプター 2.0時代へ」 

空の産業革命を迎えて 

プ ロ グ ラ ム 

会場地図、お問い合わせ先などは裏･をご覧ください 

２０１７年２月２０日（月） 名古屋大学東山キャンパス野依記念学術交流館 

12:30 開場・参加受付開始 

13:00-13:05 新美智秀 名古屋大学大学院･学研究科･ ごあいさつ 

13:05-14:00 野波健蔵 様 千葉大学特別教授・（株）･律制御システム研究所代表取締役 講演 

「ドローンの先端技術とビジネス最前線」 

(14:00-14:05 休憩) 

14:05-14:45 森 浩一 様 名古屋大学 大学院･学研究科 航空宇宙･学専攻 准教授 講演 

「強風環境下におけるマルチコプターの安定化による台風観測への挑戦」 

14:45-15:20 石田敦則 様三信建材･業（株）代表取締役 講演 

「ドローンを利･した非ＧＰＳ環境下での構造物点検事例」 

(15:20-15:40 休憩・移動時間，15:30頃を目安に実演会場へお越しください） 

15:40-16:00 豊田講堂前広場にて屋外実演（デモンストレーション フライト）

提供: 三信建材･業（株） 

(16:00-16:20 移動時間)  

16:20-16:55 ･田賢哉 様・此村 領 様本郷･･機（株）代表取締役（･･） 講演 

「産業化へ向けた要素技術開発」 

16:55-17:30 中村 翼 様CART!VATOR 代表 講演 

「世界最小の空飛ぶクルマ ̒ＳｋｙＤｒ ｉ ｖｅ ̓の開発」 

17:30-17:35 クロージング 

【荒天時などの場合は実演を中止し、15:30-16:40に講演２件を･い、

16:45-17:15に参加者全員でのパネルディスカッションを実施します。 

 17:20に終了いたします。】 
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

6日(月)、
20日(月)

役員会

7日(火)、
21日(火)

部局長会

21日(火) 教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

1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)
研究科委員会(医学系研究科)

10日(金) 教授会(国際開発研究科)

15日(水)
教授会(文学部・文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医
学系研究科、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)

16日(木)
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)

17日(金)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会(理学研究科)

22日(水)
教授会(情報文化学部、多元数理科学研究科、宇宙地球環境研究所、総合保健体
育科学センター)

23日(木) 教授会(創薬科学研究科)

24日(金) 教授会(環境医学研究所)

名古屋大学　平成29年2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8日(土)～
3月11日(土)
(期間中の土曜
日　全8回)

平成28年度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

10月20日(木)
～
1月31日(火)
(日・祝日休館)

附属図書館医学部分館ミニ企画
展「看護の力－医学部史料室所
蔵資料に見る看護のあゆみ－」

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)
内容：医学部史料室(附属図書館医学部分館4階)に所蔵する史料
の中から、看護のあゆみに関連する図書、写真などを展示公開す
る
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

10月31日(月)
～
1月27日(金)
(土・日・祝日休
館)

2月10日(金)～
3月24日(金)
(土・日・祝日休
館)

11月15日(火)
～
1月28日(土)
(日・月曜日、12
月29日～1月3
日、14日休館)

第34回博物館企画展
「誇張なきアート－科学記録にみ
る美－第Ⅰ期」

1月31日(火)～
2月25日(土)
(日・月曜日休
館)

第34回博物館企画展
「誇張なきアート－科学記録にみ
る美－第Ⅱ期」

1月27日(金)
第22回名古屋メダルセミナー
(The 22nd Nagoya Medal of
Organic Chemistry)

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：10：00～18：00
講演題目：「Palladium-Catalyzed Carbon-Heteroatom Bond-
Forming Reactions」、「Copper-Catalyzed Asymmetric
Hydrofunctionalization Processes in Organic Synthesis」
講演者：ステファン・L・バックワルド氏(マサチューセッツ工科大学教
授)
講演題目：「Ligand Design for Efficient Organic Synthesis」
講演者：澤村正也氏(北海道大学教授)
定員：250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
052-789-4999

1月28日(土)、
3月11日(土)、
3月25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29日(日)
脳とこころの研究センター市民公
開講座「名古屋大学における脳と
こころの病気の研究最前線」

場所：医学部附属病院鶴友会館2階大会議室
時間：13：00～15：00
講演題目：「脳の老化と認知症予防」
講演者：祖父江　元(医学系研究科特任教授)
講演題目：「最新の低侵襲手術『超音波』でふるえを治す」
講演者：前澤　聡(脳とこころの研究センター特任准教授)
講演題目：「氏と育ちはこころの病にどう関係するのか？」
講演者：尾崎紀夫(医学系研究科教授)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

脳とこころの研究センター
052-744-1975

博物館事務室
052-789-5767

「野外観察園ポスタ－展」(10/31～1/27)
内容：毎月見ごろの植物を紹介する「今月の野外観察園」を一斉展
示し四季折々の植物を紹介する

「博物館友の会写真サークル 写真展」(2/10～3/24)

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

博物館野外観察園セミナーハウ
ス サテライト展示

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
内容：動物や植物、人体などの教育・研究を通して名古屋大学に残
された貴重な記録を紹介－精密な描写技術がアートを感じさせま
す
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767
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1月30日(月)、
31日(火)

第29回宇宙地球環境研究所
年代測定研究シンポジウム

場所：研究所共同館Ⅱ3階ホール
時間：10：30～(1/30)、10：00～(1/31)
講演題目：「高圧・超高圧変成岩のフェンジャイトK-Ar年代学」
講演者：板谷徹丸氏(株式会社蒜山地質年代学研究所地質技術セ
ンター長)
講演題目：「鈴木和博先生を偲ぶ：微小領域微量分析からCHIME
へ」
講演者：榎並正樹(宇宙地球環境研究所教授)
講演題目：「KIGAMにおける加速器質量分析装置の学術的利用」
講演者：Wan Hong氏(韓国地質資源研究院(KIGAM)地質分析セン
ター長)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料

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

1月31日(火)、
2月6日(月)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「PhDプロフェッショナル登龍
門」第12回、第13回グローバル人
材のための国際情勢講座

場所：野依記念物質科学研究館2階野依記念講演室
時間：13：30～15：00
講演題目：「2017年の世界経済の動向と日本に求められる対応」
(1/31)
講演者：岩田一政氏(公益社団法人日本経済研究センター代表理
事・理事長)
内容：英国のEU離脱、トランプ米国大統領の誕生、テロの頻発と中
東地域の混乱など激動する国際情勢と世界経済の動きの中で日
本はどのように対応するべきか講演する
講演題目：「アフガニスタンの戦後復興と平和－『アフガン・ピース
ベアー』からみるアフガニスタンの『今』－」(2/6)
講演者：安井浩美氏(ジャーナリスト、シルクロード バーミヤン ハン
ディクラフト アフガニスタン代表)
内容：最新のアフガニスタン情勢と紛争後国での起業について、現
地の写真を交えながら講演する
対象：学生、一般
参加費：無料

PhD登龍門推進室
052-789-5717

1月31日(火)
高等教育研究センター
第139回招へいセミナー

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：16：00～17：30
講演題目：「フランスの大学におけるガバナンス」
講演者：ジャン・マリー・フィロック氏(西ブルターニュ大学前副学長)
内容：継続教育担当副学長として政府との各種交渉や学内各組織
等との調整に当たってきた立場から、フランスの大学におけるガバ
ナンスの基本的構造やその特徴を明らかにする
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
052-789-5693

2月3日(金)
シンポジウム「ジェンダー平等の
今－日本、スウェーデン、フランス
の現状報告－」

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：「男女の職業分離と男女賃金格差－理論と実証－」
講演者：山口一男氏(シカゴ大学教授)
講演題目：「ジェンダー平等の実現めざして－働く女性のインタ
ビューから見えてきたもの－」
講演者：越堂静子氏(ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク代表)
講演題目：「ジェンダー平等社会への変容－スウェーデンとフランス
の事例」
講演者：三枝麻由美(男女共同参画室准教授)
内容：講演、質疑応答＆ディスカッション
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　新井美佐子
arai@nagoya-u.jp

2月4日(土)、
5日(日)

国際言語文化研究科国際会議
「宗教空間・儀礼・記憶 Religious
space, ritual and memory」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：00～16：30(2/4)、10：30～18：00(2/5)

国際言語文化研究科
助教　伊藤信博
052-789-5282

2月4日(土)
ビジネス人材育成センター
平成28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
テーマ：「博士の就活スタート・リスタート－社会からの評価と自己
評価・私らしい未来を獲得するために－」、「開発コンサルタント業
界を知ろう！－開発コンサルタント企業数社のニーズを聞き、現状
を知ろう－」
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
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2月8日(水)
第69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：「地域密着型減災シンクタンクって何？」
講演者：新井伸夫(減災連携研究センター特任教授)
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

2月9日(木)
第16回全国中高一貫教育研究大
会

場所：教育学部附属中・高等学校交流ホール、第2総合教室、第3
総合教室
時間：14：00～16：30
テーマ：「中高一貫校における自立した学習者の育成」
内容：全国中高一貫研究会総会、校種別分科会

教育学部附属高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

2月10日(金)
SGH(スーパーグローバルハイス
クール)2年次研究成果発表会

場所：教育学部附属中・高等学校交流ホール、他
時間：9：30～15：45
テーマ：「『自立した学習者』を育てる協同的探究学習」
講演題目：「探究と協同を通じた一人ひとりの『深い学び』－小中高
大の学びをつなぐ協同的探究学習－」
講演者：藤村宣之氏(東京大学教授)
内容：全体会、講演会、公開授業、授業検討会

教育学部附属中学校
主幹教諭　  三小田博昭
052-789-2680

2月10日(金)
パレオアジア文化史学
第2回研究大会一般講演会

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～14：30
講演題目：「ネアンデルタ－ルとはどのような人々か？その再考に
迫る考古学研究」
講演者：ドナルド・ヘンリ－氏(タルサ大学名誉教授)
対象：一般
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

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：「宮古池間方言の係り結びについて」
講演者：田窪行則氏(京都大学名誉教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　志波彩子
a-shiba@nagoya-u.jp

場所：文系総合館6階ファカルティラウンジ(624室)
時間：16：30～18：00
講演題目：「移動と状態変化表現の第二言語習得：認知言語類型
論の観点から」
講演者：スプリング・ライアン氏(東北大学講師)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　堀江　薫
horie@lang.nagoya-u.ac.jp

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406室)
時間：15：30～17：00
講演題目：「現代日本語の逆接表現をめぐって－日本語学と日本
語教育の立場から」
講演者：前田直子氏(学習院大学教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　志波彩子
a-shiba@nagoya-u.jp

2月11日(土)、
12日(日)

先進科学塾＠名大第14回講座

場所：理学部C館2階物理会議室(C207号室)
時間：10：00～16：00
テーマ：「楽しい楽器の科学」
講師：土肥健二氏(広島市立舟入高等学校教諭)
内容：5分でつくれる弦楽器、コカコーラドラム、勝手にメロディーを
奏でる水道管、パイプ打楽器、シンセサイザーの音で歌う、など
音、音、音、音満載の実験講座
定員：各20名
対象：中学生以上、一般(2/11)、高校生以上、一般(2/12)
参加費：500円(実験教材費)

未来材料・システム研究所
教授　中村光廣
052-789-3532

2月10日(金)、
2月20日(月)、
2月21日(火)

国際言語文化研究科第43回、第
44回、第45回応用言語学講座公
開講演会
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2月11日(土)

3月25日(土)

2月15日(水)、
22日(水)

博物館企画展関連ボタニカルア
－ト実演「植物を記録する」

場所：博物館2階展示室
時間：13：30～15：00
講師：東海林富子氏(植物画家)

博物館事務室
052-789-5767

2月16日(木)、
20日(月)

スーパーグローバル大学創生事
業FDセミナー

場所：ES総合館3階ES035講義室
時間：13：00～16：00
講演題目：「英語で教える：中級編 Lecture TitleTeaching in
English: for Intermediate Level InstructorsSeminar」
講演者：ジョン・ウォイディロ(理学研究科特任准教授)
内容：英語で授業をする際に活用できる効果的な教授法を紹介す
る(使用言語は英語)
対象：一般

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

2月16日(木)

博士課程教育リーディングプログ
ラム「PhDプロフェッショナル登龍
門」平成28年度シンポジウム「社
会に羽ばたく博士人材の育成－
博士人材のキャリアパス支援－」

場所：名鉄ニューグランドホテル7階椿の間(名古屋市中村区)
時間：10：00～17：00
講演者：加納敏行氏(NEC中央研究所主席技術主幹)、村田俊一氏
(関西学院大学教授)
内容：講演、パネルディスカッション、活動報告、全体討論
対象：一般
参加費：無料

PhD登龍門推進室
052-789-5717

2月18日(土)、
3月11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

2月18日(土)
［博物館友の会会員向け］
ミクロ倶楽部

場所：博物館2階実験室
時間：12：30～16：00

博物館事務室
052-789-5767

2月18日(土)、
19日(日)

第52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
(蒲郡市港町)、三田石材(西尾市東幡豆町)
時間：14：00～16：30(2/18)、9：00～16：00(2/19)
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：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

2月20日(月)
テクノ シンポジウム 名大「マルチ
コプター2.0時代へ『空の産業革
命』を迎えて」

場所：野依記念学術交流館、豊田講堂前広場
時間：13：00～17：30
講演題目：「ドローンの先端技術とビジネス最前線」
講演者：野波健蔵氏(千葉大学特別教授／株式会社自律制御シス
テム研究所代表取締役最高経営責任者)
講演題目：「強風環境下におけるマルチコプターの安定化による台
風観測への挑戦」
講演者：森　浩一(工学研究科准教授)
講演題目：「ドローンを利用した非GPS環境下での構造物点検事
例」
講演者：石田敦則氏(三信建材工業株式会社代表取締役)
講演題目：「産業化へ向けた要素技術開発」
講演者：金田賢哉氏(本郷飛行機株式会社代表取締役)、此村　領
氏(同チーフエンジニア)
講演題目：「世界最小の空飛ぶクルマ『SkyDrive』の開発」
講演者：中村　翼氏(CART!VATOR代表)
内容：講演、ドローンデモ飛行
対象：小学生以上、一般
参加費：無料

工学研究科
教授　原　進
haras@nuae.nagoya-u.ac.jp

博物館事務室
052-789-5767

博物館コンサート NUMCo

「ミュ－ジックベルの調べ」(2/11)
演奏曲目：「愛の挨拶」、「星に願いを」、「情熱の花」、他
出演：Sonnette(ソネット)

「アンデス音楽への旅－白い大地・風紡ぐ歌」(3/25)
演奏曲目：「コンドルは飛んでいく」、「花まつり」、他
出演：ティエラブランカ

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
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2月21日(火) 第128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：「災害廃棄物対応を考える」
講演者：平山修久(減災連携研究センター准教授)
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

2月21日(火)
国立教育政策研究所－高等教育
政策セミナー(11)

場所：文系総合館5階アクティブラーニングスタジオ
時間：13：00～16：00
講演題目：「自己評価を評価する：－自己評価担当者のための評
価報告書点検ワークショップ－」
講演者：Allison Ames氏、Keston Fulcher氏(ジェームズ・マディソン
大学)
内容：大学で作成される自己点検評価報告書を改善や次期の計画
に活用することをテーマに、自己評価報告書に対する評価とフィー
ドバックコメントを行う技法を紹介する(使用言語は英語)
対象：一般

高等教育研究センター
准教授　中島英博
052-789-5692

2月22日(水)
平成28年度脳とこころの研究セン
ターシンポジウム

場所：医学部附属病院医系研究棟1号館地下1階大会議室
時間：13：15～17：50
講演題目：「脳科学におけるイメージングの将来」
講演者：伊佐　正氏(京都大学教授)
講演題目：「皮質電気刺激によるヒト脳内ネットワークの可視化：着
想から臨床応用への道のり」
講演者：松本理器氏(京都大学准教授)
講演題目：「拡散画像の進歩」
講演者：田岡俊昭(医学部附属病院病院准教授)
内容：研究進捗状況報告、研究成果報告(ポスター閲覧)、講演
定員：120名
対象：脳とこころに関する研究者
参加費：無料

脳とこころの研究センター
052-744-1975

2月24日(金)

平成28年度名古屋COI拠点成果
発表会、公開シンポジウム
「未来の クルマ×人×社会 を創
る」

場所：理学南館1階坂田平田ホール
時間：10：00～16：00
内容：研究成果紹介講演、ポスターセッション(成果発表会)、パネ
ルディスカッション(公開シンポジウム)
定員：250名
対象：一般、産学官連携事業に係る企業、行政、大学関係者
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
COI推進ユニット
052-788-6056

2月25日(土)～
27日(月)、
3月12日(日)

平成29年度
一般選抜個別学力検査

場所：東山キャンパス、他
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28日(火)
平成28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：「MOOCについて(仮題)」
講演者：戸田智基(情報基盤センター教授)
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

情報推進部情報推進課
052-789-4352

3月1日(水)
平成28年度教育学部附属高等学
校卒業式

場所：豊田講堂
教育学部附属中・高等学校
副校長　山田　孝
052-789-2680

3月3日(金) 第5回名古屋大学水田賞授賞式

場所：本部1号館5階第2会議室
時間：10：30～11：00
内容：第5回名古屋大学水田賞を若手研究者(1名(予定))に授与す
る

研究協力部研究支援課
052-789-2039

3月4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

3月14日(火)～
7月8日(土)
(日・月曜日休
館)

第34回博物館特別展
「球状コンクリ－ションの謎－化石
永久保存のメカニズム」

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
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3月18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

3月30日(木)
平成28年度退職者表彰式、
退職者懇談会

場所：豊田講堂3階第1会議室、2階ユニバーサルクラブ
時間：16：30～18：15

総務部職員課
052-789-5980
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名古屋⼤学、⽇本公認会計⼠協会東海会及び 

名古屋証券取引所による共同研究 関  記者会⾒     
 

 

国立大学法人名古屋大学（総長：松尾清一）と日本公認会計士協会東海会（会長：

柴田和範）及び株式会社名古屋証券取引所（社長：竹田正樹）は、共同研究契約を締

結し、開始いたします。 

下記の通り、共同記者会見を開催いたしますので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 共同研究締結日時・場所 

  平成 29 年 2 月 1 日（木）14:30 ～ 

  名古屋証券取引所 ５階 名証ホール 

 

２ 会見内容 

  名古屋大学、日本公認会計士協会東海会及び名古屋証券取引所による共同研究の 

開始について  

 

３ 出席予定者    

     日本公認会計士協会東海会 会長 柴田 和範 氏 

株式会社名古屋証券取引所 社長 竹田 正樹 氏 

国立大学法人名古屋大学  総長 松尾 清一  

 

 

  

名古屋大学総務部広報渉外課 

TEL：052-789-2699  

FAX：052-788-6272 

E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 

平成 29 年 1 月 26 日 

名古屋教育記者会各社 殿 
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