
平成２０年１０月１日 

 

 

平成２０年度 第５回教育記者会懇談会 

 

 

  １ 第４回ホームカミングデイの開催について（チラシ） 

 

 ２ 第３回インターナショナル・アドバイザリー・ボードの開催について（資料１） 

 

 ３ 附属施設の設置について（資料２） 
・文学研究科附属日本近現代文化研究センター 
・理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター 
・工学研究科附属材料バックキャストテクノロジー研究センター 
・工学研究科附属計算科学連携教育研究センター 

 

 ４ 国際環境人材育成センターの設置について（資料３） 
 
 ５ 平野総長が中国科学院から「アインシュタイン・プロフェッサー」に任命される（資料４） 

 

６ 寄附講座の設置について（資料５） 
 
７ 今後の本学の行事予定（資料６） 

 

  ８ その他 

        次回開催日について



資料１ 

 
平成 20 年 10 月 1 日 

 
名古屋教育記者会各社 殿 

名古屋大学広報室 
   

名古屋大学 International Advisory Board の開催について 
 

名古屋大学では、学術研究・教育のさらなる充実・発展をはかるため、本学の研究・

教育活動の現状等について、国際的水準に照らした評価等に基づく助言・提言を得るこ

とを目的として、平成 17 年度に「名古屋大学 International Advisory Board」を、総長

の諮問機関として設置しました。 
International Advisory Board は、委員に就任していただいた国内外の著名な 7 名

（別紙参照）の学識経験者から、本学の学術活動について、順次提言等をいただいてお

り、過去 2 回開催されています。第 3 回 International Advisory Board は、平成 20 年

10 月 2 日（木）〔会場：マリオットアソシアホテル〕及び 3 日（金）〔会場：名古屋大学

野依記念学術交流館〕に開催します。 
つきましては、10 月 2 日に、International Advisory Board の開会冒頭を撮影いただ

く時間を設けましたので、お知らせします。 
 

記 
 
＜撮影について＞ 
１．日 時：平成 20 年 10 月 2 日（木） 午前 9 時 30 分～午前 9 時 50 分頃 
２．場 所：マリオットアソシアホテル 16 階 アゼリアの間 
３．内 容：開会挨拶 
 
＜取材について＞ 

10 月 2 日（木）9 時 10 分から 9 時 25 分まで、担当理事に対する取材時間を設けます。 
また、お申し出がある場合は、同日の会議終了時（17 時 40 分頃）に、総長または出席

委員への取材時間を設けますので、当日 9 時 30 分までに広報室あて申込み願います。 
 
 

                  撮影・取材に関する問い合わせ先

名古屋大学広報室 
tel：052-789-2016   fax:052-788-6272  

                開催内容に関する問い合わせ先

名古屋大学総務部部総務課                

                    tel：052-789-2012  fax:052-789-2019   



 

名古屋大学インターナショナルアドバイザリーボード委員名簿 

 

 

郷 通子 博士 

お茶の水女子大学長、名古屋大学経営協議会委員 

2001 内藤記念科学振興賞 

 

Louis J. IGNARRO 博士 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授 

1998 ノーベル医学生理学賞受賞 

 

池端雪浦 博士 

東京外国語大学名誉教授（前学長） 

2001 文部科学省科学技術・学術審議会委員  

 

李 遠哲 博士 

元台湾中央研究院長 

1986 ノーベル化学賞受賞 

 

野依良治 博士 

理化学研究所理事長、名古屋大学特別教授 

2001 ノーベル化学賞受賞 

 

Rolf STÜRNER 博士 

フライブルク大学法学部長、ハーバードロースクール客員教授 

1993 オーストリア・スイス・ドイツ民事訴訟法学会長 

 

Michel ZINK 博士 

コレージュ・ド・フランス副学長 

2000 フランス学士院会員 

 

（注：氏名は、姓名のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順、漢字氏名以外はﾌｧｰｽﾄ･ﾐﾄﾞﾙ･ﾗｽﾄﾈｰﾑ順） 

 



 

 

第３回インターナショナルアドバイザリーボード 

平成２０年１０月２日(木) 

名古屋マリオットアソシアホテル 

 

１０月２日（木）                                     

  9:30～17:50  インターナショナルアドバイザリーボード 

         （会場：名古屋マリオットアソシアホテル アゼリア（１６Ｆ）） 

 

  9:30～ 9:40  開会挨拶：平野眞一総長〔１０分〕 

   9:45～10:15 高等研究院の研究活動の現況と課題〔３０分〕（司会:山本進一理事） 

         (説明者：坂神洋次高等研究院副院長) 

  10:15～12:15 グローバルＣＯＥ採択研究プログラムの紹介〔１０５分〕(司会：山本進一理事) 

          （報告：５分，質疑応答：１０分） 

         １ 医学系            祖父江   元（医学系研究科教授） 

         ２ 数学，物理学，地球科学    杉 山   直（理学研究科教授） 

         ３ 機械，土木，建築，その他工学 新 美 智 秀（工学研究科教授） 

           （平成２０年度採択プログラム） 

 11:10～11:25  休憩 

         ４ 生命科学           近 藤   滋（理学研究科教授） 

         ５ 化学・材料科学        渡 辺 芳 人 

                           （物質科学国際研究センター教授） 

         ６ 人文科学           佐 藤 彰 一（文学研究科教授） 

            （平成１９年度採択プログラム） 

  

 12:15～13:45 昼食・休憩 

 

  13:45～14:45 ディスカッション〔６０分〕（司会:山本進一理事） 

 

 14:45～17:00 大学院教育の現況と課題〔３０分〕（司会：杉山寛行理事） 

          (説明者：杉山寛行理事) 

           大学院・学部における教育プログラムの魅力と課題〔９０分〕 

         （報告：５分，質疑応答：１０分） 

          １ 文学研究科 周藤芳幸教授，文学研究科博士課程後期課程 鶴田凉子 

          ２ 工学研究科 田中英一教授，工学研究科博士課程後期課程 石井紀代 

          ３ 法学研究科 大屋雄裕准教授，法学研究科博士課程前期課程 Bunyod Ibragimov 

 16:00～16:15  休憩 

          ４ 医学系研究科 古川鋼一教授，医学部医学科卒(医師３年目) 野坂宣之 

          ５ 留学生センター 野水 勉教授，工学研究科博士課程後期課程 

KIETLINSKI-ZALESKI, Jan Mateusz 

          ６ 物質科学国際研究センター 巽 和行教授，理学研究科博士課程後期課程 谷野聡一郎 

            ミュンスター大学 Gerhard Erker教授 

         

 17:00～17:30 ディスカッション（司会：杉山寛行理事） 

 

 17:30～17:40 感謝状等贈呈（司会:山本進一理事） 

 

 17:40～17:50 閉会挨拶：平野眞一総長 

 



Nagoya University International Advisory Board Lecture 
平成２０年１０月３日(金) 

名古屋大学野依記念学術交流館 

 

 

 

１０月３日（金）                                                                 

 

 10:00～12:00 講演会（大学院学生，大学院研究生等対象）（司会：宮田隆司理事） 

 

 10:00～10:05 総長挨拶〔５分〕 

 

 10:05～10:10 演者紹介〔５分〕 

 

 10:10～10:40 李 遠哲 博士〔３０分〕 

 10:40～11:00 質疑応答 

 

 11:00～10:05 演者紹介〔５分〕 

   

 11:05～11:35 Rolf  STÜRNER 博士〔３０分〕 

 11:35～11:55 質疑応答 

 

 12:00     終了 

 

 

 

 



資料２

附属施設の設置について

研究科名 文学研究科 平成２０年１０月１日設 置 年 月 日

設 名称 日本近現代文化研究センター（文学研究科附属）
置

１．設置目的：

（

設
置 本センターは、近現代における日本文化の豊かな財産とそれが提起する諸問題を案
目 総合的に分析し、文学・歴史・言語研究などに細分化された日本文化研究の研究体

）

的 制の統合を目指すとともに、比較文化思想研究を重点化する。海外からも注目され附
及 る映像・マンガなどの視覚文化やメディアの領域に焦点をあてて、新しい日本研究属
び のヴィジョンを提示する役割を担う。施
概設

２．これまでの経緯と現状：要
平成17年度に、名古屋大学総長裁量経費を受けてプロジェクト「国民文化を再考

する─帝国日本における日常と公共性─」を、同大学文学研究科プロジェクト経費
を受けて「総合的な日本文化研究の国際的拠点構築のための研究プロジェクト」を
実施した。平成18年度には、同大学文学研究科プロジェクト経費によりプロジェク
ト「アジアの中の韓国日本研究」を実施した。平成19年度には、同大学総長裁量経
費により「アジア的公共性を問い直す日韓研究プロジェクト」を実施した。平成20
年度は、同大学総長裁量経費による「東アジアにおける日本文化の近代性：日欧共
同研究プロジェクト」と同大学文学研究科プロジェクト経費による「近現代日本を
中心とした視覚文化研究の拠点構築」を遂行する。

海外の研究拠点では、アメリカのミシガン大学日本研究センター、ニューヨーク
市立大学、コーネル大学、フランスのパリ国立東洋文化研究所、オーストラリア国
立大学、韓国の延世大学校・東国大学校との研究交流を進めてきた。

３．日本近現代文化研究センター設置の必要性：
（１）中国、台湾、韓国・朝鮮といった東アジア地域という枠組みのなかで日本をと

らえることの重要性が増大しつつある社会の現状を踏まえ、東アジアの中で日本
の近代化が文化領域においてどのような固有性を持っているのか、日本文化の近
代性 (modernity)を東アジアの他の地域との比較から考察し、日本文化の近代性
という、解明の待たれる極めて今日的な課題に国際的で多様な視点から取り組む
必要がある。

（２）欧米における文化研究やアジア研究の中で最も注目されている視覚文化研究を
重視し、メディアやアートの最先端の潮流をも視野に入れた新しい日本文化研究
のスタイルを創出する必要がある。日本文化を地域・言語・ジャンルなどの面か
ら単一的な像として捉えるのではなく、異種混淆的、すなわち複数的な日本文化
の重層性と多様性を解明することが必要である。欧米における文化研究やアジア
研究の中で最も注目されている視覚文化研究を重視し、メディアやアートの最先
端の潮流をも視野に入れた新しい日本文化研究のスタイルを創出することを目指
す。世界的に評価の高いアニメーションを含めて、映像を旧来的な文学・芸術の
研究と有機的に接合する日本文化の総合研究の新しい形を提示し、そこから上記
（１）と共通する日本文化の近代性の解明という課題に取り組む。

（３）アニメーション、映画を中心とする分野を中心として、世界の日本文化に対す
る関心が高まっており、国内でも、経済産業省や文化庁などの諸機関が、視覚的
伝達媒体による日本文化の発信を重視している。本センターでの活動は、かかる
国内的需要に合致するものである。

（４）国内の日本文化研究は細分化しており、海外の優れた日本研究と提携しうる包
括的プロジェクトの推進が期待されている。

４．本センターの教育・研究、業務内容：
（１）研究プロジェクト「東アジアの中の日本文化とその近代性」を実施し、ヨーロ

ッパやアジアなど海外で特色ある日本研究の実績を持つ研究組織との間で相互に
研究者・院生を派遣するなど共同研究を行い、その研究成果を公開すべく国際シ
ンポジウムを開催する。

（２）日本文化を地域・言語・ジャンルなどの面から単一的な像として捉えるのでは
なく、異種混淆的、すなわち複数的な日本文化の重層性と多様性を解明すること
を重要な目的として掲げる研究プロジェクト「近代日本文化の重層的諸相」を推
進する。欧米における文化研究やアジア研究の中で最も注目されている視覚文化
研究を重視し、メディアやアートの最先端の潮流をも視野に入れた新しい日本文
化研究のスタイルを創出することを目指す。アメリカの日本文化研究においては



映画研究が従来の文学研究に比肩しうるまでに活発な展開を見せているが、アメ
リカでは最も長い日本研究の歴史をもち、映像研究においても高い実績を誇るミ
シガン大学の日本研究センターとの間で共同研究を行い、視覚文化から捉えた日
本文化という観点から国際シンポジウムを開催する。このプログラムの下でも研
究者のみならず院生の教育研究交流も促進する。

（３）以上の国際的な日本文化の共同プロジェクトの成果を地域に還元すべく、東海
地域の日本文化研究の諸機関とも連携し、同地域における日本近現代文化の研究
拠点として海外の日本研究に対して窓口としての役割を果たす。

５．期待される効果：
（１）日本の人文学・芸術研究の諸分野を文化という共通の視角から包括的に捉え、

領域横断的な研究を実践的に展開することで人文学研究全体を活性化し、領域間
の研究交流を促進する。

（２）日本文化研究を基軸として学術的な国際交流を展開し、近現代に領域を特化す
、 。ることにより 種々の今日的問題を解決するための提言を行うことも可能となる

（３）近年、アジア文化への関心の多くの部分を中国が占めつつある。本プロジェク
トにより日本文化の評価を一層高め、世界からの研究需要に刺激を与えることが
十分に期待できる。

（４）年々増加する留学生からの教育研究の需要に的確に対応し、より高度で魅力的
・現代的な教育研究のプログラムを開発することが実現できる。

（５）海外の大学等から大学院生を短期的に受け入れ、国際的な学術・研究交流を活
性化させることが期待できる。

６．本センターと文学研究科及び他研究機関との協力体制：
本センターの運営は、文学研究科教授会で行う。
本センターの活動に際しては、情報科学研究科より協力教員２名が加わり、本学

の学術憲章の社会的貢献の基本目標の一つである「世界とりわけアジア諸国との交
流に貢献する」を具体化する国際的活動を実施する。

、 、 。また 他研究機関では 国際日本文化研究センターの協力が得られる予定である

【独創性・新規性等】
① 海外の日本研究において最も需要の高い近現代に領域を特化する。
② 映像などの視覚文化の研究を重視して、文学・歴史・言語の領域を統合する研

究プロジェクトを推進する。
③ 東アジアに重点化した共同プロジェクトを推進する。
④ 単一で、均質な日本文化像の転換や更新を図り、多様性の視点から日本文化を

捉える。
⑤ 東京と京都にはそれぞれ国文学研究資料館・国際日本文化研究センター等の既

存の研究センター(大学共同利用機関法人)が存在するが、前者は国文学（日本文
学） しかも古典文学に重点化され、日本文化を総合的に研究する機関である後,
者にも伝統文化研究の志向が強いほか、いずれも現代の映像を始めとする視覚文
化の総合研究という領域は中心的には取り上げられていない。

⑥ 東京芸術大学に平成１７年度新設された映像研究科では、映像コンテンツの製
作を中心に教育研究を行っており、文学・歴史・思想などの総合的日本文化研究
に映像研究や視覚文化研究を位置づけてはいない。

【全体計画】
・ 海外（東アジア、ヨーロッパ、アメリカ）の日本研究センターや日本研究学科

等と提携し、共同研究プロジェクトを推進する。センターと提携組織との間で研
究者の派遣・受入を行い、国際シンポジウムや東アジア地域を対象にフォーラム
を開催する。

・ 東海地域の組織との間に近現代日本文化の研究教育のネットワークを構築し、
国際的な共同プロジェクトへの参画を呼びかけ、海外の提携組織への窓口となっ
て、地域への研究成果の還元を行う。



附属施設の設置について 

研究科名 理学研究科 設置年月日 平成２０年１０月１日 

名

称 
タウ・レプトン物理研究センター（理学研究科附属） 

 

設 

置 

案 

附 

属 

施 

設 

 

設 

置 

目 

的 

及 

び 

概 

要 

 

 

1. 設置目的 

理学研究科は、タウ・レプトン物理解析で活躍中である高エネルギー物理学解析施設を

発展させた「タウ・レプトン物理研究センター」を設立する。現代高エネルギー加速器実験

は、「標準理論」からの脱皮を目指し、それを超える素粒子像を構築する局面を迎えた。特

に、タウ・レプトンの崩壊様式や素粒子質量を決定するヒッグス粒子の発見に的を絞って未

知の「新しい物理」を追求することが最重要課題であり、本センターではそれらの課題を

KEK-BファクトリーBelle実験とLHC－ATLAS実験の 2 研究を融合しさらに、理論研究との強力

な連携をはかり「新しい物理」の追求を目的とする。 

本センターは、物理解析コンピュータ・システムを介して国内外の研究者の研究結節点

の役割を果たし、また大学院生・若手研究者を積極的に研究組織に組み入れ、最先端研究を

通した国際的教育拠点の形成を図る。 

 

2. 名古屋大学での素粒子実験学 

名古屋大学での素粒子研究は、古くは坂田理論に始まり、小林・益川理論、そして三田

のBファクトリー提唱と、フレーバー物理において先端的研究を展開してきた。それらの理

論は、本研究科が推進する高エネルギー加速器実験で精密測定がなされ、2000 年のBファク

トリー実験によるCP非保存現象測定に成功以来、本研究科のフレーバー物理学は成熟期を迎

えた。そして、本研究科の独創的研究であるタウ・レプトン研究は、「新しい物理」を発見

する直前にまで測定感度を引き上げた。また、「新しい物理」世界のヒッグス粒子、超対称

性粒子の発見を目指す実験開始真近のLHC-ATLAS検出器の建設を主導的に推進している。 

本研究科の高エネルギー加速器実験研究は、今まさに「新しい物理」を捕らえる段階に

到達しており、タウ・レプトン物理とLHC物理との相補的アプローチからこの革命期を迎え

ようとしている。 

 

3. タウ・レプトン物理研究センター設立の必要性 

1) 国際協力加速器実験（Belle、LHC-ATLAS）からの最先端物理データを本研究科に集結

し、強力、効率的にデータ解析し物理成果を抽出するため、また、理論と実験研究者の

密度濃い融合を可能とするために、さらに、学内研究者のみでなく、地域、国外研究者

との密接な連携研究を効率よく進めるための、研究結節点として学内センターが必要で

ある。 

2) 最先端研究を通して若手研究者の育成体制の充実を図り、大学とセンター双方の利点を

最大限に活かした国際教育拠点を形成し、中部圏への最先端素粒子研究の発信の場とし

ての役割を担うために、学内センターが必要である。 

3) 現研究課題の学術創成科研費研究(タウ・レプトン物理の新展開)及び特定領域研究(フ

レーバー物理の新展開)の推進と継続した発展のため、素粒子物理研究拠点を構築する

必要がある。 

 

4. 構成と主要施設 

運営委員会： 

基幹研究 (専任)と学内協力教員 (兼務)を設けて、センターの運営方針、人事等につ

いて審議を行う。 

基幹部門： 

素粒子物理学の 3部門、および、任期制・研究中心の若手研究者からなる。 

主要施設： 

名古屋大学理学研究科 高エネルギー実験データ解析施設。 

 

 



 

 

 

5. 本センターの研究内容 

KEKB-Belle 実験、および LHC-ATLAS 実験を 2 本柱とし、「新しい物理」像の発見を

目指す。 

世界最高ビーム輝度 KEKB 加速器実験と世界最高エネルギーLHC 加速器実験で収集し

た最前線物理データを本施設設置のグリッド分散計算機システムにより効率的に集結・

解析し、二大国際最先端データ解析を効率的に推進する。また、本研究科の理論研究室

との連携をはかり、広い視野から「新しい物理」像構築を行う。 

 

6. 本センターを取り巻く国内外の情勢 

Belle 実験と LHC 実験は国内のみでなく、ヨーロッパ連合、ロシア、アメリカ、イ

スラエル、韓国などの大学・研究機関との国際共同研究により進められる。その中で、

本研究科はタウ・レプトン研究にいち早く着目し、「新しい物理」を追求する独創的ア

プローチを展開している。さらに、LHC 実験での直接的「新しい素粒子」研究を付加し

た世界的にも斬新な切り口を推進している。また、素粒子実験研究に不可欠な粒子識別

検出器をロシアやスロベニアの研究機関と共同で開発するほか、世界中の最先端物理デ

ータを本研究科で集結・解析するためには欠かせない、グリッド分散計算機システムの

研究を積極的に推進するなど、世界規模の研究を展開している。 

 

7. 期待される成果 

 LHC 実験でのヒッグス粒子の発見は確実視されており、そこから素粒子の質量起源の

解明への突破口が開かれるであろう。さらに、LHC 実験では直接的に、B ファクトリー

実験からは間接的に超対称性粒子を始めとする「新しい物理」が発見される可能性が高

い。これらは、２１世紀の歴史に残る金字塔となるであろう。また、グリッド分散計算

機システムは、新しいネットワーク・計算機技術として、粒子識別装置開発研究は一般

的な光検出器技術として、社会的に還元する期待も大きい。 

さらに、本センターの第一線研究から将来の研究を牽引する国際的な若手研究者が育

成される。 

 

8. 本センターと理学研究科等との協力体制 

本センターの教員は、理学研究科素粒子宇宙物理学専攻の協力教員として大学院教育

を担当する。国内外の巨大国際共同実験を通じて、若手研究者と共に大学院学生の科学

的教育を担当する。さらに、大学院生を最前線素粒子研究組織に受け入れ、国際的に第

一級の研究者に成長できる環境を提供する。理学研究科素粒子宇宙物理学専攻は、運営

委員会を通じて本センターの運営に関わる。 

また、共同研究、研究協力をはじめ人材交流、情報交換を含め、大学共同利用機関法人で

ある高エネルギー加速器研究機構との緊密な連携と協力が必要不可欠であり、これまで以上

に積極的に進めてゆく。 
 

 



附属施設の設置について 

 

研究科名   工学研究科 設置年月日  平成２０年１０月 １日

名称 材料バックキャストテクノロジー研究センター 
（工学研究科附属） 
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(案） 
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１．設置目的 

環境と人類の調和に向けたバックキャスト研究開発理念のもと，材料テクノロジーを

進化・発展させ，先導的部材開発を実現する地域密着型の研究開発拠点形成を行う。そ

して，将来的にバックキャスト理念に基づく，材料分野における技術を先端的技術として

拡大させ，世界的研究拠点を目指す。 

また，産学官一丸となり，「バックキャスト」理念を備えた若手研究者等の人材育成

を行う。 

（バックキャスト：未来ビジョンから現在技術の方向性を決定する） 

 

２．必要性 

愛知県，岐阜県，三重県は，自動車・航空機産業のみならず，これらを下支えする部

材産業が盛んな地域であり，部材開発・生産を行う多くの民間企業が集結している。そ

の他，窯業，繊維産業などの集積度も極めて高い。このため，当該地域は，我が国 大

の『ものづくり拠点』の核をなしている。しかし，現在，このような産業分野は，大き

な『変化』が必要とされる過渡期に差し掛かっている。この『変化』をもたらすものは

，環境問題であるが，自動車・航空機産業，窯業，繊維産業のいずれも，今後，世界ト

ップレベルの競争力を保持し続けるためには，環境に優しい材料部材開発を行っていく

ことが必要である。例えば，低環境負荷型の自動車・航空機を実現する技術として，燃

料電池技術，CO2排出削減技術，希少金属代替技術，軽量化技術などがあり，材料テク

ノロジーの統合と新領域の創生が環境対応性の向上には不可欠である。我が国を支える

産業を下支えする材料分野において，「環境と人類の調和」をめざすことは重要であり

，材料テクノロジー研究分野の機能拡充が不可欠である。環境に優しい材料部材開発を

実現するための必要な知的基盤は，バックキャスト視点に基づく材料テクノロジー技術

の確立である。バックキャスト視点は，次期科学技術基本計画の中で核を担う重要な概

念であり，この視点を明確化することにより，低環境負荷プロセスの開発，高性能代替

材料の開発，省エネを実現する材料の先導的研究技術開発を進めることができる。 

 

３．構成と主要設備 

 省略 

 

４．本センターの研究・教育内容 

 本センターは，バックキャスト研究開発理念のもとで材料研究を全て網羅できる体制

にあり，特定の材料研究に特化することなく，様々な材料を対象とすることで，従来に

はない融合領域の創出を目指す。このような，材料研究センターは全国で唯一であり，

その存在価値を生かす事業を行う。 

 本センターは，５つの部門（産学連携部門，物質知略部門，エネルギー知略部門，プ

ロセス知略部門，安全性知略部門）から構成されている。研究開発対象は，鉄鋼材料か

ら生体材料まで材料全般で，従来枠にとらわれることなく，環境と人類の調和に向けた

知略のもとで 先端の研究開発を進める。さらに，本センターは，地域の産学官連携の

核として機能するものであり，地域，産業界との相互協力の元に，自助努力を進め，セ

ンターの自律性を確保する。 

 このような理念のもと，次世代産業技術の基盤となるバックキャスト手法に基づく材

料テクノロジー研究の我が国における唯一の拠点として， 先端の学術研究と若手人材

育成，産学連携，地域連携および国際連携の活動を行う。 



 一方，東海地域を主とする企業と連携し，技術者教育システムの構築，技術講習会開

催，材料サロンの定期開催等を行い，また知的クラスター創生事業，愛知県知の拠点等

を通し，地域の産業振興に貢献する。さらに，21 世紀 COE プログラム（Nature COE）

において築いてきた海外連携拠点との研究連携強化をはかるとともに，バックキャスト

テクノロジーの国際研究ハブ機関としての運営，国際共同研究および国際シンポジウム

の企画・推進を行う。 

 

５．期待される成果 

材料系教員の知の結集： 

現在，材料に係わる教員は，金属，化学，機械，物理と様々な分野で散在してきた。

本研究科では，各分野に散在している教員を本センターに結集させ，真の意味での材料

テクノロジーに関するイノベーションを実現できる拠点形成を行う。 

地域密着型センター： 

愛知県，岐阜県，三重県に集積する産業は，我が国の「ものづくり」拠点であり，世

界トップレベルである。特に，

輸送機などを中心とした材料開

発では，世界をリードしてきた

経緯がある。このため，材料に

関する研究開発では，産学官，

個別のポテンシャルは極めて高

い。今後，持続的発展を実現し

ていくためには，産学官連携を

強力に推進し，高次元での協働

効果を誘導する必要がある。 

本センターは，本地域の産学官

連携拠点の中核組織として活動

することが期待されている。    

 

６．本センターと工学研究科等との協力体制 

本センターでの材料バックキャストテクノロジーに関する研究は，工学研究科内で進

行中の研究と多点的連動推進が可能である。このため，研究課題の推進にあたり緊密な

連携を図るとともに，教育面においては，センター専任教員は工学研究科の大学院担当

教員として大学院教員を担当する。また，本センターの研究現場に大学院生および民間

企業若手研究者を受け入れ，当該分野の人材育成を行う。 

 

 

 

 



附属施設の設置について 
 
研究科名 工学研究科 設置年月日 平成２０年１０月 １日 

名称 計算科学連携教育研究センター（工学研究科附属） 設

置

案

付

属

施

設 

設 

置 

目 

的 

及 

び 

概 

要 

１．設置の目的 
２１世紀における科学・技術の発展にとって欠かせないコンピュータ利用の計算科学

分野の教育・研究を学内外の諸組織・機関と連携・協力できる拠点を形成し，１）計算

科学・技術分野の優れた若手研究者・技術者の養成，２）計算科学分野の研究展開，３）

大規模計算に必要となるデータベースの構築，および４）国際連携，企業連携の推進，

を目指す。なお，本センターの時限は平成２８年３月３１日までとする。 

 

２．計算科学連携教育研究センター設立の必要性 
１）高性能コンピュータの飛躍的進歩に伴い，計算科学が理論，実験とならぶ第３の手

法として科学・技術に大きな貢献をもたらすようになっている。しかしながら，計算科

学の分野では，分野ごとの研究・教育のみが行なわれ，分野を跨る研究・教育は皆無で

あった。名古屋大学において採択されている２１世紀 COE プログラム「計算科学フロン

ティア」では，これらの点を鑑み，アカデミア・産業界共が必要とする分野を跨る教育

と，計算科学の新分野創成のための高レベルな教育の実践を教育目標に掲げ，具体的プ

ログラムを，部局を跨って推進してきた。今後，このような取り組みを継続的に発展さ

せる拠点の形成が強く望まれる。 

２）我が国の第３期科学技術基本計画において，計算科学技術をさらに発展させるため

の重要技術として「次世代スーパーコンピュータ」利用が挙げられている。現在，この

次世代スパコン利用のための拠点形成の動きが，全国各地で進められている状況である。

他方，次世代スパコンを中核とする世界最高水準の教育システム形成についても検討が

進められている。名古屋大学においても，次世代スパコンの利用拠点の形成と同時に，

大規模計算機資源を有効的に使いこなせる人材育成拠点の形成が望まれる。 

３）計算科学の拠点形成は，世界的スケールで進行している。現在「計算科学フロンテ

ィア」COE では，中国（大連理工大，北京力学研究所）との連携協力が進行中であり，マ

ルセーユ大との協定締結の動きもある。また，ドイツで計算科学 COE となっている

Darmstadt 大との協力関係も話題にあがっている。このようなグルーバルな連携協力関係

を推進するためにも，分野を跨る組織が必要となる。 

 

３．事業の概要 
２１世紀 COE プログラム「計算科学フロンティア」の実績をベースに，コンピュータ

を高度利用する学内・学外の教育・研究・技術グループとの連携・協力を推進すること

により，教育環境，研究環境の充実を図る。具体的には，１）様々な教育プログラム：

夏の学校，計算科学サロン，スーパーコンピュータを用いた並列計算実習，分野横断的

科目開講，学外・国内外の著名研究者によるセミナ等，２）研究プログラム：国際共同

研究，国外研究者の長期受け入れ，ワークショップの開催等，３）計算機支援型ものづ



くり，イメージング，など社会的課題の解決を目指した連携活動の推進，４）大規模計

算に必要となるデータベースの構築，を実施する。 

 

４．期待される効果 

本センターにおける学内を跨る教育・研究活動体制と国内・国外との連携協力体制の

確立により，計算科学技術分野の人材育成，計算科学分野の学問的深化，および計算科

学における新分野の創成に貢献できると同時に，東海地区の産業界との連携の推進，広

範な分野における高性能コンピュータの利用の展開，および計算科学分野の学内・国内・

国際ネットワークの構築が期待される。 

 

７．本センターと工学研究科等との協力体制

 本センターの教育・研究活動は，工学研究科と緊密な連携・協力のもとに推進される。

センター専任教員は，工学研究科の大学院担当教員として大学院教育を担当させる。ま

た，本センターの研究現場に大学院生を受け入れ，計算科学に関する最先端の教育を受

けると同時に大規模計算機を使用する研究を遂行する。また，他研究科教員との協力体

制を敷く。 

 

 

 

 

 



 

資料３ 

 

「名古屋大学国際環境人材育成センター」の設置について 

 

1. 趣旨 
名古屋大学は、平成 20 年度科学技術振興調整費（文科省）において、アジア・

アフリカ科学技術協力の戦略的推進「戦略的環境リーダー育成拠点形成」に採

択（事業期間は５年間）され、「世界の環境リーダーの育成」を担う拠点の役割

を果たすこととなった。この事業を円滑に推進するとともに、国際環境人材育

成に関する外部からの委託による研究・研修事業等を推進するために、「名古屋

大学国際環境人材育成センター」（以下「センター」という。）を設立する。 
 

2. 組織 
• 全学組織として設置予定。事務レベルでの業務は環境学研究科が担当する。 

• センター長：専任または特任の教員を充てる。 

• センター員：科学技術振興調整費によって雇用する人員（特任教員、コー

ディネータ、プロジェクト補佐員）及び本学専任教員等（計 15 名程度を想定） 

• 運営委員会…センターの運営に関する重要事項を審議する。学識経験者、

経済団体・企業・自治体等の有識者に委員を委嘱し、助言を求める。 

• 学内運営連絡会議…関係部局（環境学研究科、工学研究科、生命農学研究

科・農学国際教育協力研究センター、国際開発研究科、本部研究支援課な

ど）の関係者で構成し、連絡調整を行う。 

 

3. 業務（機能） 
• 「名古屋大学国際環境人材育成プログラム」の策定・推進に関すること 

（なお、本プログラムにおける学位授与を含む教育業務は、学生受入れ部

局が担当する） 

 学生受入れ部局における入試に係る連絡調整 

 学生受入れ部局におけるカリキュラムに係る連絡調整 

 教材開発 

 受入れ学生の支援、進路相談 

 修了生のフォローアップ 

 環境人材ニーズの調査・発掘 

• 産学官共同で外部に設立する「中部環境リーダー育成コンソーシアム」（以

下「コンソーシアム」という。）との協力・連携に関すること 

• 外部からの委託研究・研修業務等の実施 



４．将来ビジョン 
• 文科省が推進しようとする留学生 30 万人計画に対応する。 

• 科学技術振興調整費による事業は 5 年間（平成 20～24 年度）であるが、

この期間において、教育方法のマニュアル化、教材開発、教育担当人材の

育成などを推進し、国際環境人材育成プログラムのシステム化及び自立化

を実現する。 

• コンソーシアムとの緊密な連携協力により、中部地域のひとづくり・もの

づくりのノウハウと人材を有効に活用し、国際環境人材育成における地域

ぐるみの教育力向上を実現する。 

• 外部のニーズにこたえるため、委託研究・研修事業などの業務を開拓する。 

• 以上により、アジア・アフリカ地域における「国際環境リーダー人材育成

拠点」としての名古屋大学の地位を確立する。あわせて、国際化に向けた

社会のニーズに対応する。 

 

５．その他 

• 平成 20 年秋に、センター発足記念国際シンポジウム開催（「地球環境問題

と国際環境人材育成」（仮題）） 

 

 

 

 

「名古屋大学国際環境人材育成プログラム」策定における検討事項 

 

• 分野、カリキュラムの設定 

（講義、学生指導等は全て英語で実施  英語による教育実施体制の確立） 

（地球温暖化対策、水・廃棄物対策、生物多様性保全の３分野を予定） 

• 教育コースの設置 

（アジア・アフリカからの留学生 10 名＋日本人 5 名を予定） 

（当初は、環境学研究科、工学研究科の修士課程を対象） 

（３年目を目標に、教育プログラムを全学に開放し、後期課程にも展開） 

• 海外入試の検討 

（優れた人材候補者の発掘のための海外での入試等） 

• 留学生支援、学生支援の措置 

（入学料・授業料免除、奨学金・海外研究活動資金の援助等） 

• Certificate の授与 

（通常の学位とは別に、プログラムを修了した者には総長名による特別 Certificate を授与） 

 



資料４ 

平野総長が中国科学院から「アインシュタイン・プロフェッサー」に任命される。 
 

平野眞一総長が、自然科学の最高研究機関である中国科学院（中国科学アカデミー）

から「アインシュタイン・プロフェッサー（爱因斯坦讲席教授）」に任命され、９月１

８日（木）、北京にある同科学院講義室において、称号授与式が挙行されました。 
中国科学院は、２００４年から毎年、世界各国の最先端研究を行っている科学者の中

から約１０名を教授として任命して、「アインシュタイン・プロフェッサー」の称号を

授与し、同科学院関係各機関において講演等の学術交流を行い、人材の育成、技術革新

能力の強化を図っていますが、材料分野でこの称号を授与されたのは、平野総長が初で

す。 
総長は、授与式後に約３００名の研究者、学生を前に「CHALLENGE TO NOVEL 

MATERIALS-LEARN FROM NATURE」と題した講演を行い、講演後には学生・若

手研究者との間で活発な質疑応答が交わされました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



資料５

寄附講座等設置概要

大 学 等 名 名 古屋大学 寄附講座等の 尿毒症病態代謝学寄附講座
(学部・学科等名) （ 医学部） 名 称

設 置 期 間 平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日(新規)

担 職 名 ふ り が な 任 用 期 間 備 考
氏 名 （前 職）

当
平 成 ２ １ 年 月 日 ～ 平 成 ２ ６ 年 月 3 1 日に わ としみつ 4 1 3

教 寄附講座教授 丹羽利充 ( )名 古 屋 大 学 医 学 部 附 属 病 院 予 防 医 療 部 長 、 准 教 授

平 成 ２ １ 年 月 日 ～ 平 成 ２ ６ 年 月 3 1 日員 4 1 3しみず ひでとし

寄附講座助教 清水英寿 (McGill大学McGill癌ｾﾝﾀｰ博士研究員)

寄附者名 株式会社クレハ
寄 附 者 代表取締役医薬品事業部長 藤井 雅彦

所 在 地 東京都中央区日本橋浜町三丁目３番２号

寄附の時期 平成21年３月から毎年度
寄附金額 総 額 1億2,500万円 平成21年３月

寄 附 金 及 び 期 間 平成22年３月
平成23年３月
平成24年３月
平成25年３月

尿毒症の病態代謝をおもに尿毒症毒素の観点から解明して、尿毒症合併症
の予防・制御法の科学的基盤を確立する。

１）尿毒症の進行因子として、尿毒症毒素であるインドキシル硫酸などの
食事由来のタンパク代謝物が関与していることを明らかにしてきた。そ
の分子メカニズム、とくにシグナルトランスダクションについてさらに
詳細に解明する。

２）尿毒症になると動脈硬化などの心血管合併症を発症しやすくなる。そ
の分子メカニズムを解明し、その予防・制御についてのエビデンスを確
立する。

３）腸内細菌由来の尿毒症毒素にはインドキシル硫酸の他にも、p-クレソ
ール硫酸、アミン類などがある。これらの尿毒症毒素の病態代謝におけ
る役割を検討する。

教育研究 具体的な研究テーマとしては
１）抗加齢タンパク質であるKlothoの発現に対するインドキシル硫酸投与

の 概 要 の影響を動物実験および尿細管細胞培養実験で明らかにする。
２）尿毒症に伴う心血管系合併症の発症機序の基礎的研究：インドキシル

硫酸による大動脈石灰化の分子機序を動物実験で明らかにする。また血
管平滑筋細胞の骨芽細胞への形質転換、および血管内皮細胞、血管平滑
筋細胞の活性酸素(ROS)、NO合成酵素（NOS）に対するインドキシル硫酸
の影響を検討する。

３）尿毒症に伴う心血管系合併症の発症機序の臨床的研究：大動脈石灰
化、冠状動脈石灰化の促進因子、防御因子を臨床的に明らかにする。

４）腸内細菌由来の尿毒症毒素に対する経口吸着剤の効果に関する包括的
な研究を行う。

備 考 平成２０年 ７月 ２日 医学部教授会承認
平成２０年 ７月１８日 設置決定（総長承認）



資料６

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

6日(月) 役員会

20日(月) 役員会

21日(火) 部局長会・教育研究協議会

○経営協議会
日（曜日） 会議の名称（部局）

5日(日) 経営協議会

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

1日(水)
教授会(医学系研究科、環境学研究科）
学科会議(医学部医学科）
総務・予算委員会（教育学部・教育発達科学研究科）

3日（金） センター会議（高等教育研究センター）

8日（水）

教授会（教育学部・教育発達科学研究科、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）
附属病院部長会
留学生センター運営委員会（留学生センター）

14日（火） 主任会（理学部・理学研究科）

15日(水)

研究科委員会（医学系研究科）
教授会（法学部・法学研究科、医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）
専門委員会（医学部保健学科）
専攻長会議(情報科学研究科)
専攻会議（多元数理科学研究科）

17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（理学部・理学研究科）

22日(水)

教授会(文学部・文学研究科、情報文化学部、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、情報科学研究科、人間情報学研究科、太
陽地球環境研究所）
専攻長・学科長会議(工学部・工学研究科）
部門長会議（エコトピア科学研究所）

29日(水) 教授会（国際言語文化研究科、総合保健体育科学センター）

名古屋大学平成20年10月月間予定表
           （教育記者会用）



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

9月13日～10月
18日の毎週土曜
（全6回）

柔道寝技教室

場所：第4体育館（柔道場）
時間：14:00～16:00
内容：高専柔道で培われた三角絞や各種返し技等の高度
な寝技テクニック、立ち技から寝技への移行技につて講習
を行います。
指導者：二村雄次（柔道部師範、名誉教授）、小川明男（柔
道部監督）
定員：20名
参加無料、要事前予約

柔道部部長
瓜谷章（工学研究科教授）
052-789-3797

9月13日(土)～10
月25日（土）
（全8回）

学びの秋講座 場所：野依記念学術交流館

研究協力部社会連携課
052-788-6144

東海テレビ放送
052-962-2080

10月1日(水)

グローバルCOEプログラム
「マイクロ・ナノメカトロニクス教
育研究拠点」
第1回シンポジウム

場所：工学部2号館南館4階241講義室
時間：13:00～15:40
参加無料

マイクロナノグローバルCOEプロ
グラム事務局
052-788-6041
iidaka@med.nagoya-u.ac.jp

10月1日(水) 博物館野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園
時間：13:00～15:00
案内：西田佐知子（博物館助教）、野崎ますみ（博物館技術
補佐員）
参加無料

博物館事務室
052-789-5767

10月1日（水）
大河講座「ひとの大学」　第一
部・天の巻　われわれはどこか
ら来たのか

場所：IB電子情報館2階IB大講義室
時間：18:30～20:00
定員：200名
講演題目：「ヒトの進化：DNAから見た人類学②」
講演者：山本敏充（医学系研究科准教授）
受講料：一般31,500円、NHK文化センター会員29,400円、
高校生無料（全20回）

NHK名古屋文化センター
052-952-7330

10月1日（水）
タウ・レプトン物理研究セン
ター発足式

場所：理学部C館5階
時間：16:00～
理学研究科長挨拶、センター長挨拶、センターの研究内容
紹介

タウ・レプトン物理研究センター
戸本誠准教授
052-789-2454

10月1日（水） 企業就職希望者ガイダンス

場所：経済学部カンファレンスホール
時間：15:00～16:40
内容：就職活動指導準備及び今後の活動スケジュールに
関する講演、内定者による体験発表
対象：学部3年生、大学院前期課程1年生

学生総合支援課就職支援室
052-789-2171

10月2日（木）

グローバルCOEプログラム
｢分子機能物質科学の国際教
育研究拠点形成」
第6回ミュンスター大学・名古
屋大学 ジョイントセミナー

場所：野依記念物質科学研究館
時間：10:00～15:00
参加無料

グローバルCOE化学事務局
052-789-2474
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp

10月4日（土）

医学部保健学科　市民公開講
座　サクセスフル・エイジング
健康で豊かに年を重ねるため
に

場所：医学部保健学科　東館4階大講義室
時間：13:00～16:00
定員：100名
参加無料
講演者：玉腰浩司（医学部保健学科教授）、曾田信子（医
学部保健学科准教授）、榊原久孝（医学部保健学科教授）
講演内容：
13:00～13:50　生活習慣病とその予防
14:00～14:50　江戸時代の翁媼に学ぶ能老入の生活
15:10～16:00　介護予防とサクセスフル・エイジング

医学部保健学科学務第二掛
fax 052-719-1506
email
ihogakumu@post.jimu.nagoya-
u.ac.jp

10月4日（土）
医学部　鶴舞公開講座「高齢
化の波を乗り越えろ」

アルツハイマー病、パーキンソン病、褥瘡についての講演
会
場所：中央診療棟3階講堂
時間：14:00～16:30
定員：100名（先着順）
※要事前申込（9月19日に申込を締め切りました）
受講料 1，000円

医学部・医学系研究科総務第一
掛
052-744-2423



10月5日（日）
ライフトピア・シンポジウム
高齢期の生活習慣病

場所：大幸キャンパス　東館4階大講義室
時間：14：00～16：30（13：30受付開始）
対象：一般市民のかた（特に高年者のかた）
定員：先着220名（右の連絡先にて事前申込受付中）
参加無料
講演内容：健やかで健康な長寿のために
講演者：島岡清（総合保健体育科学センター教授）、安藤
富士子（愛知淑徳大学医療福祉学部教授）
共催：愛知県

医学部老年情報学寄附講座（ライ
フトピア事務局）
052-719-1951
geroinfo@med.nagoya-u.ac.jp

10月6日（月）
第8回名大ERC・キタン会名古
屋ビジネスセミナー

場所：社団法人名古屋銀行協会２階会議室
　　　　　　（名古屋市中区丸の内2-4-2）
時間：18：00-20：00
定員：100名（登録制、先着順受付）
講演内容：「グローバリゼーションと不確実性の高まり－経
済・金融の動き－」
講演者：奥村洋彦（学習院大学経済学部教授）
入場無料

経済学研究科附属国際経済政策
研究センター
052-789-2361,4941
URL: http://erc2.soec.nagoya-
u.ac.jp/
E-mail:ercs@nul.nagoya-u.ac.jp

10月6日（月）
第4回レーザー分析に関する
国際会議 LAP2008

場所：野依記念学術交流館
時間：9:00～17:30

大学院工学研究科量子工学専攻
井口哲夫研究室
富田英生
052-789-4695
h-tomita@nucl.nagoya-u.ac.jp

10月6日（月）～
27日（月）

附属図書館2008年秋季特別
展
西洋近代思想と永井文庫　－
最大多数の最大幸福を求めて
－

場所：中央図書館４階展示室
時間：9:30～17:00（月～土の展示です。日・祝は展示室は
閉室します）

附属図書館情報サービス課課長
補佐
052-789-3684

10月7日(火)
名古屋大学新規採用職員フォ
ローアップ研修

場所：環境総合館レクチャーホール
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

10月7日(火)～11
月8日（土）

第15回博物館企画展「伊吹お
ろしの若者たち～八高創立百
年の歴史から」

場所：博物館展示室
時間：10:00～16:00
休館日：日・月曜日
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

10月7(火)～12月
9日(火)の毎週火
曜日

公開講座「アジアの新潮流－
中国とインド，そして・・・－」

場所：大学院国際開発研究科棟８階多目的オーディトリア
ム
時間：18:30～20:00
①10月7日中国とインドの経済社会発展比較（筑波大学・
橘田 正造）②10月14日中国の経済改革と格差問題のゆく
え（大阪経済大学経済学部・山本 恒人）③10月21日中国
の金融システム改革のゆくえ（愛知大学・李 佳）④10月28
日中国の環境問題のゆくえ（名古屋大学国際開発研究科・
藤川 清史）⑤11月4日インドの経済改革のゆくえ（法政大
学経済学部・絵所 秀紀）⑥11月11日インドの産業発展の
ゆくえ－IT と自動車を中心に－(名古屋大学国際開発研究
科・岡田 亜弥)⑦11月18日インドの格差問題のゆくえ（名古
屋大学国際開発研究科・新海 尚子）⑧11月25日アジア地
域のガバナンスのゆくえ（名古屋大学国際開発研究科・木
村 宏恒）⑨12月2日アジア地域の農村開発のゆくえ（名古
屋大学国際開発研究科・西村 美彦）⑩12月9日アジア地域
の経済連携のゆくえ（名古屋大学国際開発研究科・長田
博）
受講料：7,200円（テキスト・資料代を含む）
http://www.gsid.nagoya-
u.ac.jp/global/general/doc/seminar2008_application.pdf

文系事務部総務課総務グループ
国際開発研究科担当
052-789-4952

10月9日（木）
国際開発研究科
留学生のための就職支援セミ
ナー第3回

場所：国際開発研究科多目的オーディトリアム
時間：13:00～15:00
講演者：未定
参加無料

国際開発研究科
浅川晃広講師
052-789-4564

10月9日（木） 医学部解剖弔慰祭
場所：覚王山日泰寺
時間：13:00～
医学部で献体された方への招待制です。

医学部学務課課長補佐
052-744-5178

10月10日（金）
日本語研修生及び日本語・日
本文化研修生開講式

場所：国際開発研究科8Ｆオーディトリアム
国際学生交流課留学生センター
掛
052-789-5951



10月11日（土）
教育学部附属学校　学校説明
会

場所：豊田講堂
時間：9:00～10:00　高校受験生、11:00～12:00　中学受験
生
対象：附属学校の受験を希望される方および保護者

教育学部附属学校
斉藤眞子
052-789-2680
教育学部附属学校事務掛
052-789-2672

10月11日（土）
名古屋大学オープンカレッジ・
「自由奔放！サイエンス」

場所：経済学研究科カンファレンスホール
時間：10:00～12:00
講演内容：「ICTを基盤にした新しい連携医療体制」
講演者：水野正明（医学系研究科准教授）

経済学研究科
エクステンション・サービス
(〒464-8601名古屋大学経済学
研究科）
Fax:052-788-6197
URL:  http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

10月11日(土)、
25日(土)、11月8
日(土)、22日(土)

〔博物館友の会会員向け〕ボタ
ニカルアート講座(植物細密
画）

場所：博物館講義室
時間：13:00～17:00
定員：20名
参加費：5，000円（年10回受講）(他、友の会会費1,000円)

博物館事務室
052-789-5767

10月12日（日） We Love　NAGOYA 2008 豊田講堂周辺，前テラス，豊田講堂
We Love　NAGOYA 2008　実行委
員会
info@welove758.com

10月15日（水） 企業就職希望者ガイダンス

場所：経済学部カンファレンスホール
時間：15:00～16:40
内容：模擬面接と採用担当者からコメント - 人事の本音 -
学部3年、大学院前期課程1年対象

学生総合支援課就職支援室
052-789-2171

10月15日（水）

グローバルCOEプログラム
「テクスト布置の解釈学的研究
と教育」
 第12回オープンレクチャー
「ディドロと18世紀における解
釈」

場所：名古屋国際センタービル15階グローバルCOEオフィ
ス
時間：18:00～19:00
講演者：フォヴェルグ・クレール(大学院文学研究科フラン
ス文学外国人教師)
参加無料

文学研究科グローバルCOE事務
局
052-747-6461

10月15日（水）～
11月26日（水）の
毎週水曜日

大学連携キャンパス講座「おも
しろ博物学」（全7回）

場所：博物館講義室
時間：10:30～12:00
講演者：西川輝昭（博物館長・教授）他
講演題目：「伊勢湾・三河湾から見た海の生物多様性」
定員：60名（名古屋市生涯学習推進センターにて申込）
名古屋市生涯学習推進センター主催（博物館専任教員7名
によるリレー形式）
参加無料

博物館事務室
052-789-5767

10月18日（土）
第4回ホームカミングデイ
地域と大学で考える「人と地球
環境」

場所：豊田講堂、野依記念学術交流館、IB電子情報館ほ
か
時間：10:00～

総務部秘書課
052-747-6459

10月18日(土）
生命農学研究科附属農場講
演会

場所：附属農場内農業館
時間：14:00～16:00
テーマ：「生活を彩る切り花」
講師：山田邦夫（農学部助教）
参加無料

生命農学研究科附属農場事務掛
0561-37-0210

10月18日(土）～
19日（日）

第3回地球教室（親子対象
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、愛知県幡豆町
時間：14:00～16:30(10/18)、9:00～16:00（予定）(10/19)
定員：30名
対象：小学3年生～中学3年生とその保護者
参加費：500円
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767



10月23日(木） リカルド・サンドバル講演会

場所：国際開発研究科棟１Ｆプレゼンテーション・ルーム）
時間：14:45～16:15
内容：ベネズエラを中心とした南米音楽における弦楽器の
伝統について
講演者：リカルド・サンドバル（ベネズエラ人、バンドーラ／
マンドリン奏者）
参加無料

国際開発研究科
西村秀人准教授
052-789-3513

10月23日(木）～
12月18日(木)の
毎週木曜日（全9
回）

多文化間アートの会
Cross-Cultural
Communication Group-“Art”

場所：留学生センター202号室
時間：16:30～18:00
内容：アラビア書道・ブロック制作・コラージュ作成等　会毎
に内容が変わります。
参加無料
対象者：本学学生・教職員

学生支援GP推進室
052-747-6456
http://www.htc.nagoya-
u.ac.jp/gakuso/meshuttes/index.h
tml

10月24日（金） 大学院秋季入学式
場所：野依記念学術交流館
時間：10:30～

学務部学務企画課
052-789-2159

10月24日(金) 第43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：「世界に拡がる日本の火山監視技術－火山防
災のための国際協力の現場から－」
講演者：熊谷博之（防災科学技術研究所主任研究員）
入場無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

10月25日（土）
生命農学研究科附属農場
農業ふれあい教室

場所：生命農学研究科附属農場
時間：10:00～15:00
「親子農業体験」
参加無料

生命農学研究科附属農場事務掛
0561-37-0210

10月25日（土）、
26日（日）

ゲノムひろば

場所：豊田講堂・シンポジオン会議室
時間：13:00～18:00（10/25)、10:00～18:00（10/26）
概要：「ゲノム研究勢ぞろい」「そもそもゲノム」「ゲノムセミ
ナー」「おしゃべりゲノム」
入場無料

ゲノムひろば2008事務局
03-3958-5296

理学研究科
近藤滋教授
052-789-2503

10月25日（土）、
11月1日（土）

平成20年度数学公開講座

場所：理１号館509号室
数学とその応用に興味を持つ一般社会人、高校生及び高
校教員を対象とした公開講座です。
テーマ：「数学が問題にしたこと」
講師：洞彰人(多元数理科学研究科教授）、小林亮一(多元
数理科学研究科教授）
定員：40名

多元数理科学研究科
小林亮一教授
052-789-2432

10月26日（日）

ライフトピア講演会「出会いと
つぶやきのホッとカレッジ」
第2回「健やかなまち」 -多世
代の出逢いと交流の居場所づ
くり事業-

場所：大幸キャンパス東館4階大講義室
時間：14:00～16:20
定員：220名対象：一般市民(特に中高年の方) (事前申込
制）
講演題目：「まちは人と人 心と心がつくるもの 超高齢社会
のまちを考える」
講演者：林秀樹(NPO法人TOMネット代表理事)
講演題目：「ほっとな居場所で育む 地域とあなたの健康」
講演者：大西丈二(医学部老年情報学寄附講座准教授)
参加無料

医学部老年情報学寄附講座ライ
フトピア事務局
052-719-1951
geroinfo@med.nagoya-ac.jp

10月28日（火）

グローバルCOEプログラム｢分
子機能物質科学の国際教育
研究拠点形成｣セミナー「社会
と科学」「コーパスに基づく科学
英語研究」

場所：野依記念物質科学研究館2階講演室
時間：10:30～12:00
講演者：鈴木英次(名城大学名誉教授)
参加無料

グローバルCOE化学事務局
052-789-2474
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp



10月29日（水） 第91回博物館特別講演会

場　所：博物館講義室
時　間：13:30～15:00
講演題目：「寸描－第八高等学校」
講演者：山口　拓史（大学文書資料室助教）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

10月30日（木）
農学国際教育協力研究セン
ター第9回オープンフォーラム

場所：環境学研究科レクチャーホール
時間：13:30～14:30
内容：「大学等が有する知的資源の組織的活用による国際
教育・研究協力の推進と強化 -農学知的支援ネットワーク
の形成に向けて-」

農学国際教育協力研究センター
052-789-4225
iccae@agr.nagoya-u.ac.jp

10月31日（金）
名古屋哲学教育研究会公開セ
ミナー2008　第2回セミナー

場所：教養教育院C36講義室
時間：17:00～19:00
講師：鈴木貴之（南山大学講師）
講演テーマ：「周辺科目における哲学教育の試み」
講師：加藤泰史（南山大学教授）
講演テーマ：「テクストから現場へ、そして再びテクストへ－
越境する哲学教育に向けて－」

高等教育研究センター
久保田祐歌研究員
052-789-5386

10月31日（金） エントリーシート対策セミナー

場所：経済学部カンファレンスホール
時間：14:45～16:15
テーマ：実践に役立つ自分だけのエントリーシート
対象：学部3年生、大学院前期課程1年生

学生総合支援課就職支援室
052-789-2171

11月1日（土）
名古屋大学オープンカレッジ・
「自由奔放！サイエンス」

場所：経済学研究科カンファレンスホール
時間：10:00～12:00
講演内容：「電波望遠鏡で探る地球大気環境」
講演者：水野亮（太陽地球環境研究所教授）

経済学研究科
エクステンション・サービス
(〒464-8601名古屋大学経済学研究科）
Fax:052-788-6197
URL:  http://www-oc.soec.nagoya-
u.ac.jp/
E-mail:  ecoextender@soec.nagoya-
u.ac.jp

11月1日(土)、2
日(日)

国際シンポジウム「異文化とし
ての日本」

基調講演、分科会(言語部門、文化部門）、学生ポスター発
表 ほか

国際言語文化研究科
池田佳子准教授
052-789-4339
Email: ikeda@lang.nagoya-u.ac.jp

11月3日（月･祝）
教育学部附属学校
オープンキャンパス

場所：教育学部附属学校
時間：9:30～12:00
内容：学校紹介、体験授業
対象：中学3年生

教育学部附属学校
鈴木善晴
052-789-2680
教育学部附属学校事務掛
052-789-2672

11月5日（水）
国際開発研究科
留学生のための就職支援セミ
ナー第4回

場所：国際開発研究科第1会議室
時間：13:00～15:00
講演者：未定
参加無料

国際開発研究科
浅川晃広講師
052-789-4564

11月6日（木）
情報科学研究科
先端技術公開セミナー

場所：情報科学研究科棟　第１講義室
時間：13:30～15:00
題目：量子の世界とその将来
講師：湯本潤司氏（NTT物性科学基礎研究所　所長）

情報科学研究科
安田孝美教授
052-789-4855

11月7日（金）

第6回東京フォーラム
新しい時代を切り開く人材の育
成を目指して -名古屋大学が
育てる勇気ある知識人-

場所：学術総合センター一橋記念講堂2階中会議室
時間：12:00～17:00
参加無料、要事前登録

研究協力部研究支援課研究協力
総務掛
052-789-5966
ken-kyo@post.jimu.nagoya-u.ac.jp



11月8日(土)、9
日(日)

総合保健体育科学センター
公開講座「健康開発のための
運動基礎理論」（講義および実
習）

場所：大幸キャンパス
時間：11/8　10:30～16:10､11/9　10:00～15:40
対象者：健康増進関連施設等で指導や企画に携わってい
る専門職業人
募集人員：25名
受講料6,200円
※要事前申込

総合保健体育科学センター
事務室
052-789-3946
島岡清教授
052-789-3951

11月9日（日）
2008年度がんを生き抜くライフ
トピアスクール(第3回)

場所：大幸キャンパス東館4階大講義室
時間：13:30～16:30
対象：がん体験者とその家族、がん医療ケアに関わる方
※要事前申込
参加費：2,000円(教材と記録集作成費を含む全講座分一
括)

医学部老年情報学寄附講座ライ
フトピア事務局
052-719-1951
geroinfo@med.nagoya-ac.jp

11月11日（火）～
11月19日（水）

博物館友の会ボタニカルアー
ト作品展

場　所：博物館展示室
時　間：10:00～16:00
休館日：日・月曜日
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

11月12日（水）
公務員就職希望者ガイダンス
II・地方

場所：経済学部第2講義室
時間：15:00～17:20
内容：公務員として求められる人材像及び採用試験制度
の概要等の講演　先輩の体験発表及び懇談会等
対象：学部3年生、大学院前期課程1年生

学生総合支援課就職支援室
052-789-2171

11月15日（土）
名古屋大学オープンカレッジ・
「自由奔放！サイエンス」

場所：経済学研究科カンファレンスホール
時間：10:00～12:00
講演内容：「宇宙を実感してみよう：元素の起源と分光観
測」
講演者：田原譲（エコトピア科学研究所教授）

名古屋大学経済学研究科
エクステンション・サービス
(〒464-8601名古屋大学経済学研究科）
Fax:052-788-6197
URL:  http://www-oc.soec.nagoya-
u.ac.jp/
E-mail:  ecoextender@soec.nagoya-
u.ac.jp

11月15日（土）
2008年附属図書館源氏物語
千年紀記念事業「源氏物語の
書物と絵画」講演会

場所：文学部237講義室
時間：13:000～15:00
演題：「源氏物語と後宮文化」
講師：高橋　亨（文学研究科教授）
参加無料

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

11月17日(月) 第44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
講演内容：TSUNAMI文化を世界へ！
講演者：首藤伸夫（日本大学教授/東北大学名誉教授）
入場無料。どなたでも自由に聴講できます。

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

11月18日（火）

グローバルCOEプログラム｢分
子機能物質科学の国際教育
研究拠点形成｣セミナー「社会
と科学」「現代の企業R&Dと今
後の若手に期待するもの」

場所：野依記念物質科学研究館2階 講演室
時間：10:00～12:00
講演者：畠沢剛信(SONYマテリアル研究所 レサーチディレ
クター)
参加無料

グローバルCOE化学事務局
052-789-2474
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp

11月18日（火） 第2回論文書き方講座
2008年度名古屋大学論文コンテストの一環として開催予
定。

高等教育研究センター事務室
052-789-5696

11月20日（木） 第45回客員教授セミナー
場所：文系総合館7階　オープンホール
講師：ジョディ D ナイキスト

高等教育研究センター事務室
052-789-5696

11月20日（木）、
21日（金）

東海地区国立大学法人等リー
ダーシップ研修

場所：環境総合館レクチャーホール
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

11月22日（土） 第10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
講演内容：都市を「見る」－歴史・環境・災害－
参加無料
要事前申込

環境学研究科都市環境学専攻
森保宏教授
052-789-3769
ﾒｰﾙ：mori@sharaku.nuac.nagoya-
u.ac.jp
HP：http://www.nuac.nagoya-
u.ac.jp/machi/



11月22日（土）
第24回博物館コンサート
(NUMCo)
「名大生による古楽器演奏会」

場所：博物館展示室
時間：未定
演目：未定
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

11月25日（火）

グローバルCOEプログラム｢分
子機能物質科学の国際教育
研究拠点形成｣化学系セミ
ナー「高分子の架橋に関する
新しい概念とその応用ーベン
チャーを通じた社会貢献」

場所：野依記念学術交流館
時間：16:30～18:00
講演者：伊藤耕三（東京大学大学院新領域創成科学研究
所教授）
参加無料

グローバルCOE化学事務局
052-789-2474
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp

11月25日（火）～
12月5日（金）

博物館友の会ボタニカルアー
ト作品展

場　所：全学教育棟「class」
時　間：10:00～16:00
休館日：土・日曜日
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

11月28日(金）
環境医学研究所国際シンポジ
ウム

場所：野依記念学術交流館
時間：9:30～15:20

研究所事務部第二庶務掛
052-789-3886

11月28日(金）
名古屋哲学教育研究会公開セ
ミナー2008　第3回セミナー

場所：教養教育院C36講義室
時間：17:00～19:00
講師：青木滋之（名古屋大学非常勤講師）、瀬口昌久（名
古屋大学教授）

高等教育研究センター
久保田祐歌研究員
052-789-5386

12月2日（火）

グローバルCOEプログラム｢分
子機能物質科学の国際教育
研究拠点形成｣セミナー「社会
と科学」「化学者の倫理を考え
る」

場所：野依記念物質科学研究館2階 講演室
時間：10:30～12:00
講演者：井上祥平（東京大学名誉教授 日本化学会元会
長）
参加無料

グローバルCOE化学事務局
052-789-2474
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp

12月3日（水）

 第14回附属図書館友の会
トークサロン「ふみよむゆふ
べ」
「女性が学ぶということ - 日本
文学にみる〈女訓書〉の世界 -
」

附属図書館友の会トークサロン「ふみよむゆふべ」
場所：中央図書館5階多目的室
時間：18:00～19:30
講演者：榊原千鶴(大学院文学研究科助教)

附属図書館友の会
052-789-3666

12月6日（木）
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：経済学研究科カンファレンスホール
時間：10:00～12:00
講演者：中川弥智子(生命農学研究科准教授)
講演内容：「熱帯林の生物季節 花はいつ咲くの？」

経済学研究科エクステンション・
サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

12月10日（水）
1・2年生のための進路・就職支
援セミナー

場所：経済学部第2講義室（予定）
時間：14:30～16:50
内容：将来に向けて今大切なこと等の講演 公開質問会等
対象：学部1・2年生

学生総合支援課就職支援室
052-789-2171

12月11日（木) 第45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：「外国人とどうつきあうか？～災害時の異文化
コミュニケーション(仮)
講演者：羽賀友信（長岡市国際交流センター長）
入場無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

12月16日（火）

グローバルCOEプログラム｢分
子機能物質科学の国際教育
研究拠点形成｣化学系セミ
ナー「バイオインスパイアード
な”ものづくり”」

場所：野依記念学術交流館
時間：16:30～18:00
講演者：田中健太郎（大学院理学研究科教授）
参加無料

グローバルCOE化学事務局
052-789-2474
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp



12月20日（土）
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：経済学研究科カンファレンスホール
時間：10:00～12:00
定員：200名
講演題目：「ジェスチャー・行為・意味：意味の生まれる気配
を求めて」
講演者：齊藤洋典(情報科学研究科教授)
参加無料

経済学研究科エクステンション・
サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

12月20日（土）
地球水循環研究センター公開
講演会

場所：シンポジオンホール
時間：13:00～17:00
テーマ：水と地球環境
参加無料

地球水循環研究センター
研究協力事務室
052-789-3466,3459
http://www.hyarc.nagoya-u.ac.jp/

12月23日（火）
第1回社会感情神経科学研究
会

場所：野依記念学術交流館1階会議室
時間：13:00～17:30
定員：約80名
テーマ：「社会感情神経科学に何を期待するか？」
講演題目：「社会心理学の立場から」
講演者：唐澤穣(大学院環境学研究科教授)
講演題目：「感情心理学の立場から」
講演者：大平英樹(大学院環境学研究科教授)
講演題目：「神経科学の立場から」
講演者：定藤規弘(自然科学研究機構生理学研究所)
参加無料

大学院医学系研究科
飯高哲也准教授
 052-744-2282
iidaka@med.nagoya-u.ac.jp

12月
2008年度名古屋大学論文コン
テスト

詳細未定
高等教育研究センター事務室
052-789-5696




