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資料１ 

 

ノーベル賞授賞式等について（報告） 

 

出席者： 平野眞一総長、近藤孝男理学研究科長、山脇幸一理学研究科教授、渡辺芳人

理学研究科教授        

日 程：   平成２０年１２月７日（日）～１２月１２日（金） 

 

 スケジュール 備 考 

12/7（日） 
名古屋発 

ストックホルム着  

 

12/8 (月) ノーベル賞授賞者オープン・レクチャー 

   (ストックホルム大学) 

9:00 開会挨拶 9:05-9:45 南部先生代理者講演 

9:45-10:25 小林先生講演 10:25-11:05 益川先生講演 

12:30-13:10 下村先生講演 

19:15- ノーベル賞コンサート（ストックホルム・コン

サートホール） 

 

12/9（火） 10:00- JSPS ストックホルム研究連絡センター訪問 

12:00-14:00 日本大使主催レセプション(グランドホテ

ル内) 

17:00-19:00 ノーベル財団レセプション 

 

12/10（水） 
16:15- ノーベル賞授賞式 

    (ストックホルム・コンサートホール)  

18:40- 晩餐会 (ストックホルム市庁舎)  

 

12/11（木） 
ストックホルム発 

 

12/12 (金) 

 
名古屋着 

 

 

 





資料２ 

 
平成２０年１２月２４日 

名古屋教育記者会各社 殿 

名古屋大学広報室 

名古屋大学特別招へい教授の委嘱について 

 
 本学では、教育・研究活動を一層推進するため、優れた業績を有する研究者を「特別招へい教授」として招致

しています。 

 このたび、本学のさらなる発展を図るため、下記のとおり、小林誠先生にご就任いただくこととなりました。 

 小林先生は、昭和 48 年に坂田昌一本学名誉教授の同じ門下生である益川敏英博士と共に、第５、第 6 のクォ

ークを導入する「小林・益川理論」を提唱しました。物質の基本構成要素としての素粒子は、6 種のクォークと

6 種のレプトンであり、それらに働く 4 つの基本的な力はゲージボソンが司ります。昭和４８年当時は、坂田模

型、更に牧・中川・坂田模型などが考えられ、第 4 のクォークまでが坂田学派により提唱されていました。ま

た CP 不変性の破れが見つかっており、その説明の為には更に二つのクォークが必要であることを「小林・益川

理論」は主張したのです。   

 これはその後の実験で検証されると同時に、素粒子レベルでの粒子・反粒子の非対称性をもたらす、CP 不変

性の破れを説明できることから、上記の構成要素による「標準模型」の骨格をなす重要な理論として確立されま

した。 

 この招致により、今後の名古屋大学の教育と研究の進展に、多大な力となることが期待されます。 

  
記 

  １．特別招へい教授 

  【氏名】 小林 誠 

  【現職】 日本学術振興会 理事 

  【任期】 平成２１年１月１日～平成２５年１２月３１日 

 

 

                                                      

  問い合わせ先 

   総務部人事労務課第二人事担当 

   ℡ ０５２（７８９）２０３０ 



 

 
平成２０年１２月２４日 

名古屋教育記者会各社 殿 

名古屋大学広報室 

名古屋大学特別招へい教授の委嘱について 

 
 本学では、教育・研究活動を一層推進するため、優れた業績を有する研究者を「特別招へい教授」として招致

しています。 

 このたび、本学のさらなる発展を図るため、下記のとおり、下村脩先生にご就任いただくこととなりました。 

 下村先生は、平田義正本学名誉教授のもとで生物発光の化学的研究を開始、ウミホタルルシフェリンを結晶と

して単離することに成功、その後渡米し、オワンクラゲのタンパク質イクオリンには酵素と発光物質が共存し、

カルシウムイオンの存在で光ることを発見、さらに緑色蛍光タンパク質ＧＦＰを発見し、発光機構を解明しまし

た。ＧＦＰの中の蛍光部位はタンパク質が合成されれば自動的に生成する発色団であり、分子生物学で利用する

には極めて便利で、ＧＦＰ遺伝子を組み込めば、結合するタンパク質を生物の中で生物が生きたまま、可視光や

紫外線で光らせることが可能な画期的なものでした。今日では、分子生物学、医学、薬学では欠かせない実験手

法として認知されています。 

 この招致により、今後の名古屋大学の教育と研究の進展に、多大な力となることが期待されます。 

  
記 

 
  １．特別招へい教授 

  【氏名】 下村 脩 

  【前職】 ウッズホール海洋生物学研究所上席研究員 

  【任期】 平成２１年１月１日～平成２５年１２月３１日 

 

   問い合わせ先 

   総務部人事労務課第二人事担当                               

   ℡ ０５２（７８９）２０３０  

 

                                                      



資料３ 

 
柔道畳の寄贈について 

 
 2007 年 3 月、二村雄次医学系研究科教授が定年退職する際、本学柔道部に道場用の

畳 135 枚を寄贈してくださり、古い畳の一部は柔道の普及を目的として、国際協力機

構（JICA）を通じてラオスに送られることになりました。 
 2008 年 3 月、畳がラオスに届き引き渡し式が行われ、同年 11 月 17 日、JICA から

本学柔道部あてに礼状が送られてきました。 



 

資料４ 
 

連携講座の設置について 
 

研 究 科 等 名 大学院医学系研究科 分子総合医学専攻 

連 携 講 座 名 称 免疫不全統御学講座（連携） 

設 置 期 間 ５年間（更新可） 
（最初の期間）平成 21 年４月１日～平成 26 年３月 31 日 
機 関 名 独立行政法人 国立病院機構 

名古屋医療センター臨床研究センター 
連 携 機 関 

所 在 地 〒460-0001 
名古屋市中区三の丸４－１－１ 

教 員 の 構 成 客員教授１名及び客員准教授１名 

 
 
 
 
設置目的・設置概要 

近年、世界的に感染者が急増しているエイズは、その治療法や研

究について地球規模で取り組むべき課題となっており、解決に向け

た研究者・医療人の育成に対する社会的要請が高まっている。本研

究科でも免疫不全の教育・研究を目的として、「免疫不全統御学講

座（連携）」設置の必要性を協議してきた。 
厚生労働省政策医療の血液・造血器疾患分野の高度専門医療施設

として、また、エイズ東海（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県）ブ

ロック拠点病院として、国立病院機構名古屋医療センターでは、血

液・免疫疾患の診療と研究を行ってきた。当医療センターには５部

１３室からなる臨床研究センターが設置されており、血液・造血器

疾患、免疫疾患の発生動向の把握、病態解明、治療方針決定に必要

な新しい診断法の開発、さらに質の高い臨床試験の支援活動を行っ

ており、根拠に基づいた医療の推進のために診療と直結した臨床研

究及びその手法の開発に取り組んでいる。とりわけ HIV 医療分野

においては、臨床と研究が密接に連携して業績を上げている全国で

も数少ない施設の一つである。 
エイズ医療分野においては、厚生労働省指定エイズ診療拠点病

院、かつ、東海ブロック拠点病院として HIV/AIDS 診療の中心を担

い、HIV 感染症の累積患者数は 800 名を超える。2007 年の新規患

者数は 139 名、2008 年も 6 月時点ですでに 60 名の新規受診者とな

っている。近年 HAART(highly active anti-retrovirus therapy）を軸と

した抗 HIV 療法により HIV 感染症の進行を遅延させることが可能

となり、エイズ発症率およびエイズによる死亡は大きく抑制され

た。このような中で有効な予後因子である血中ウイルス量が検出感

度以下に抑制された後の HIV 感染症の病態を把握するためのマー

カーの創出が求められている。現在これらの研究を発展、臨床研究



に結び付け、トランスレーショナルリサーチを推進している。 
以上のことから、当臨床研究センターは、エイズ医療分野の臨床

ならびに研究をハード、ソフト両面で十二分に遂行する環境を備え

ており、医学系研究科の研究領域の拡大発展への寄与が期待できる

ことから連携大学院講座として位置づけたい。 
客員教員が本研究科の大学院教育・共同研究に参画することによ

って、医学系研究科「免疫不全統御学」分野の大学院教育を充実さ

せるとともに、大学院学生に対して、より多様な教育機会を提供す

ることを目的として、連携講座を設置する。 
なお、連携講座に所属する大学院学生に対しては、医学系研究科

の専任教員が副指導教員となり、複数指導体制によって教育・研究

指導に当たる。 

 



資料５ 

 

講座名称の変更について 

 

 

研究科名 

 

 国際開発研究科

 

変更予定年月日 

 

 平成２１年４月１日 

 

  専攻名 

 

  国際開発専攻

 

 

        現行講座名称 

 

       変更（案）講座名称 

 

講座名称 

 教育発展史 講座（協力講座）

  

 

 

  教育発達 講座（協力講座） 

   

 

 

 

講座の 

概要 

本講座は、主として教育開発・人材育成に関連して開発途上国・先進国の教育

制度・体系・機能などに関する理論的・実証的研究を行い、方法論を習得すると

ともに、人間形成・生涯発達のプロセスや課題解決法について解明する。また、

教育学のみならず、教育行政学、教育社会学、産業・組織心理学、臨床心理学等

の知見も含めて人間形成・発達と教育に関連する分野について取り扱う。 

   

 

変更理由 

本講座は、設立当初「教育発展史」講座として開発途上国がモデルとし

て取り入れた西欧諸国や日本の教育制度の歴史的研究・教育を学ぶことを

趣旨としていた。 

しかし、近年の途上国の教育開発における今日的な課題に対応した研究

を行うには、先進諸国の教育制度発展の歴史だけではなく、先進国におけ

る教育研究と同様に、教育の制度、体系、構造・機能を包括的に分析し、

さらに、人間形成・生涯発達のプロセス自体を理解することが求められて

いる。それゆえ、より幅広い領域を網羅することにより、今日、途上国の

教育問題を学ぶ学生、とりわけ開発途上国留学生のニーズに適切に対応す

るため、名称を変更することとしたい。 

  

 

 

 



資料６

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

5日（月） 役員会

19日（月） 役員会

20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）

7日（水）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科、環境学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）

9日（金）
主任会（理学部・理学研究科）
センター会議（高等教育研究センター）

14日（水）

総務・予算委員会（教育学部・教育発達科学研究科）
医学部附属病院部長会
専攻長会議（情報科学研究科）
運営委員会（留学生センター）

16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）
附属図書館商議員会

21日（水）

教授会(法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、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、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）
研究科委員会医学専門委員会（医学系研究科）
学科会議・保健学専門委員会（医学部保健学科）

23日（金）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）

28日（水）

教授会（文学部・文学研究科、情報文化学部、医学部、農学部・生命農学研究科、多元
数理科学研究科、人間情報学研究科、国際言語文化研究科、総合保健体育科学セン
ター）
部門長会議（エコトピア科学研究所）

名古屋大学　平成21年1月予定表
           （教育記者会用）



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

11月25日(火)～
3月28日（土）

第11回名古屋大学博物館特
別展「2008年ノーベル物理学
賞・化学賞受賞記念特別展」

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

12月1日（月）～
1月16日（金）

2008年度名古屋大学学生論
文コンテスト

応募期間:12月1日（月）10:00～平成21年1月16日（金）
13:00
詳しくは高等教育研究センターホームページ
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/
をご参照下さい。

高等教育研究センター
齋藤芳子助教
052-789-5384

12月2日(火)～
1月31日（土）

第16回名古屋大学博物館企
画展「愛知の野鳥～環境と多
様性」

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

12月25日（木）
第7回農学国際教育協力研究
センターオープンセミナー

場所：生命農学研究科B棟319号室
時間：15:00～16:30
講演題目：農民の経験と彼らが直面している問題を如何に
RUA（カンボジア王立農業大学）の農産物加工教育に活か
すか
講演者：Chanthy HUOT（カンボジア王立農業大学ジュニア
講師、農学国際教育協力研究センター客員研究員）
使用言語：英語

農学国際教育協力研究センター
052-789-4225

1月9日（金）
名大病院オープンカンファレン
ス呼吸器内科カンファレンス

場所：医学部附属病院呼吸器内科医局会議室
時間：17:00～18:00
対象：地域医療機関関係者
※要事前申込

医学部附属病院
地域がん診療連携拠点病院専任
事務
052-744-2849

1月9日（金）～
1月11日（日）

国際シンポジウム -イメージと
しての戦後-

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13:00～17:45(9日）、13:45～18:30(10日)、11:00～
17:05（11日）
内容：
9日：新世代パネル
　①〈戦後〉という現実と出来事に対峙する表現---文学・
映画・
　アニメから問う
　②「戦後」と「私」の問題---データベースの中での現象と
表現
10日：シンポジウムⅠ　歴史の表象
11日：シンポジウムⅡ　イメージ消費と歴史認識

文学研究科附属日本近現代文化
研究センター
藤木秀朗准教授
052-789-4708
Email: hfuji@lit.nagoya-u.ac.jp

1月10日（土）
第93回名古屋大学博物館特
別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:00～14:30
講演題目：「江戸時代　尾張の生物多様性」
講演者：金沢　智（日本野鳥の会愛知県支部）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

1月10日（土）
環境学研究科心理学講座シン
ポジウム「生活環境と安心・安
全」

場所：ＩＢ電子情報館
時間：14:00～16:30
テーマ：食と人とのかかわり～「賢い」消費者になるために
は
第一部　講演
1.食べることとコミュニケーション-心理学から見た食行動-
坂井信之（神戸松蔭女学院大学文学部准教授）
2.リスク・コミュニケーションから見た食品問題
吉川肇子（慶応義塾大学商学部准教授）
3.公認会計士の観点から見た食の安全と企業のコンプライ
アンス
川上秀俊（KPMG-あずさ監査法人神戸事務所シニア/公
認会計士）
第二部　パネルディスカッション

環境学研究科社会環境学専攻
心理学講座
唐沢穣教授
052-789-4737



1月10日（土）、2
月7日（土）

研究者の地頭をプロフェッショ
ナル仕様に鍛えるビジネス研
修シリーズ「第6回B人セミ
ナー」

場所：インキュベーション施設1階　プレゼンテーションルー
ム
時間：13:00～15:00
講演題目：「ビジネス基礎セミナー『仕事と人生がHAPPY
になるビジネスコミュニケーション』（全2回）」
講演者：藤本恵梨子（NPO法人名古屋NLP教育センター理
事、ファイン・メンタルカラー研究所代表）
※要2コマ連続受講、要事前申込
対象：若手研究者、元研究者で社会人の方
参加無料

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
E-meil: support@b-jin.jp

1月12日（月）

第1回おもしろ科学教室
小・中・高校生のためのノーベ
ル物理学賞受賞記念講演と科
学工作教室

場所：IB電子情報館
時間：13:00～16:00
第1部　講演：「ノーベル賞のひみつ　素粒子のなぞ」
　　　　　講演者：中村光廣（理学研究科准教授）
第2部　展示・電子紙芝居見学
第3部　おもしろ科学工作教室
参加無料
※要事前申込

（社）応用物理学会東海支部
おもしろ科学教室事務局
科学教室専用
080-6464-3424

1月13日（火）～
14日（水）

ジョイントシンポジウム「第5回
平田義正先生追悼記念レク
チャー•第1回分子機能の解明
と創造に関するグローバル
COE国際シンポジウム」

場所：シンポジオンホール
時間：9:30～18:00（13日）、18:00～20:00（懇親会）（13日）、
9:30～16:10（14日）
懇親会費：教員・一般3,000円、PD2,000円、学生1,500円
※要事前申込

G-COEプロジェクトマネジャー
加藤清則
052-789-2954
E-mail:
kato.kiyonori@chem.nagoya-
u.ac.jp

1月14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15回オープン・レク
チャー「源氏物語と後宮文化」

場所：名古屋国際センタービル15階　大学院文学研究科グ
ローバルCOEオフィス
時間：18:00～
講演者：高橋　亨（文学研究科教授）

文学研究科グローバルCOEオフィ
ス
052-587-1710
E-mail: bureau@gcoe.lit.nagoya-
u.ac.jp

1月15日（木）
名大病院オープンカンファレン
ス乳腺・内分泌腫瘍カンファレ
ンス

場所：医学部附属病院臨床研究棟1号館2階カンファレンス
室（212号室）
時間：7:30～8:30
対象：地域医療機関関係者
※要事前申込

医学部附属病院
地域がん診療連携拠点病院専任
事務
052-744-2849

1月15日（木）～
16日（金）

第20回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
時間：14:30～17:30（15日）、9:00～17:00（16日）
参加無料
※要事前申込

年代測定総合研究センター
052-789-2579
Fax: 052-789-3092
E-mail: tande@nendai.nagoya-
u.ac.jp
URL: http://www.nendai.nagoya-
u.ac.jp/ja/

1月16日（金）

エコトピア科学研究所
市民公開講座
「電気でファッショナブルライ
フ、あなたも今日からエコロジ
スト！（第6回）」

場所：野依記念学術交流館1階
時間：13:00～15:00
参加無料

エコトピア科学研究所
エネルギーシステム寄附研究部
門
小島寛樹助教
052-789-5874

1月19日（月）
附属図書館研究開発室第33
回オープンレクチャー「聖なる
数学：算額」

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18:00～19:15
講師：深川英俊（附属図書館研究開発室研究協力者）
入場無料

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

1月19日（月）

第8回シンクロトロン光利用者
研究会～XAFSビームラインの
紹介～

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：14:00～16：45、17:00～（意見交換会）
募集人数：100名程度
参加無料（但し意見交換会参加費1,000円）
※要事前申込
主催：愛知県、大学連合（名古屋工業大学、豊橋技術科学
大学、豊田工業大学、名古屋大学）、財団法人科学技術交
流財団

愛知県産業労働部新産業課科学
技術推進室
052-954-6352
Fax: 052-954-6977
小型シンクロトロン光研究セン
ター
052-747-6476
Fax: 052-788-6002
E-mail: nusrc@sangaku.nagoya-
u.ac.jp



1月20日（火) 第46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：「観測データとコンピュータシミュレーションで見
る地震の強い揺れ」
講演者：古村孝志（東京大学総合防災情報研究センター教
授）
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/

1月22日（木）
経済法国際ワークショップ
史際春中国人民大学教授講
演会

場所：CALEフォーラム
時間：16:00～18:00
講演題目：「中国独占禁止法の施行－思想と実践」
※要事前申込

法政国際教育協力研究センター
林秀弥准教授
052-788-6240

1月22日（木）
医学部CKD(慢性腎臓病)地域
連携システム寄附講座開講記
念式典・記念講演会

場所：医学部医系研究棟1号館地階会議室
時間：17:30～19:00
講演者：槙野博史（岡山大学教授）
対象：関係者のみ

医学部CKD(慢性腎臓病)地域連
携システム寄附講座
052-744-2202

1月22日（木）～
23日（金）

第2回プラズマナノ科学に関す
る国際会議(IC-PLANTS 2009)

場所：IB電子情報館　大講義室
参加費：一般15,000円（1月12日までに申込の場合。当日
20，000円）、学生無料

工学研究科
豊田浩孝教授
052-789-4698
関根誠特任教授
052-789-4421
E-mail: ic-
plants@plasma.engg.nagoya-
u.ac.jp

1月24日（土）
トリのミクロの不思議～トリの
羽やホネを電子顕微鏡でみて
みよう～

場所：博物館講義室
時間：10:00～12:00
定員：20名
参加費：100円（保険代）
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767

1月24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：「福祉国家の歴史：その生成過程と機能」
講演者：福澤直樹（経済学研究科准教授）

経済学研究科エクステンション・
サービス
Fax: 052-788-6197
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/

1月26日（月）～
28日（水）

平成20年度太陽圏シンポジウ
ム－STE研究集会

場所：東山グリーンサロン会議室
時間（変更の可能性があります）：10:30～17:30（26日）、
9:30～17:00（27日）、9:30～15:00（28日）
※要事前申込

太陽地球環境研究所
松原豊准教授
052-789-4316

1月30日（金）
第75回高等教育研究センター
招聘セミナー

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：「若者の人間関係と公共性」
講師：浅野智彦（東京学芸大学准教授）

高等教育研究センター
中井俊樹准教授
052-789-5385

1月30日（金）

PRESTO「構造制御と機能」研
究領域1期生平成20年度成果
報告会
ナノサイエンスを舞台とする
若き分子科学者達の挑戦

場所：メルパルク名古屋
時間：9:30～18:00
定員：200名
参加無料
※要事前申込

科学技術振興機構（JST）・さきが
け「構造制御と機能」領域事務所
052-789-1471

1月30日（金）
平成20年度英文学会特別セミ
ナー

場所：文学部棟130会議室
時間：16:00～17:00
講演題目：「追憶の家―ジョン・ベッチャマンとカズオ・イシ
グロ」
講師：大石和欣（放送大学准教授）
参加無料

文学研究科　英米文学研究室
eibei@lit.nagoya-u.ac.jp
文系事務部総務課（文学部担当）
052-789-2202



1月31日（土）、2
月1日（日）

第4回地球教室（親子対象
フィールドセミナー）「ナゴヤで
化石をさがそう！」

場所：名古屋大学、名古屋駅、栄及び中電東桜会館
時間：13:30～16:30(1/31)、9:00～15:00（2/1）
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

2月7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：「現代若者の職業観」
講演者：寺田盛紀（教育発達科学研究科教授）

経済学研究科エクステンション・
サービス
Fax: 052-788-6197
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/

2月11日(水)、25
日（水）、3月18日
（水）

〔博物館友の会会員向け〕手
製本講座

場所：博物館講義室
時間：13:30～16:30
講師：小澤眞美子
定員：16名
参加費：3，000円

博物館事務室
052-789-5767

2月14日(土)、28
日（土）、3月14日
（土）

〔博物館友の会会員向け〕シャ
ンソンを歌おう

場所：博物館講義室
時間：10:00～12:00
講師：山本雅世
定員：13名
参加費：1，500円

博物館事務室
052-789-5767

2月21日（土）
新しい尋問技術教育を考える
－NITAに学ぶ指導者養成プロ
グラム－

場所：上智大学四谷キャンパス中央図書館・総合研究棟
（L号館）L911
時間：13:00～17:00
定員150名
参加無料
※要事前申込
主催：法実務技能教育教材研究開発(PSIM)コンソーシア
ム、名古屋大学大学院法学研究科・法科大学院
共催：上智大学法科大学院

法学研究科
PSIMコンソーシアム事務局
052-788-6234
psim@law.nagoya-u.ac.jp

2月21日(土)、3
月7日（土）、21日
（土）

〔博物館友の会会員向け〕入
門写真講座

場所：博物館講義室
時間：13:00～15:00
講師：三矢保永（名古屋大学名誉教授）
定員：20名
参加費：1，500円

博物館事務室
052-789-5767

2月25日（水）
名大病院オープンカンファレン
ス食道カンファレンス

場所：医学部附属病院第一外科医局
時間：20:00～
対象：地域医療機関関係者
※要事前申込

医学部附属病院
地域がん診療連携拠点病院専任
事務
052-744-2849

2月27日（金） 第47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：多文化共生社会と防災
講演者：岡本耕平（環境学研究科教授）
入場無料

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

3月7日（土）
大学教育改革フォーラムin東
海2009

場所：IB電子情報館
高等教育研究センター
近田政博准教授
052-789-5692



3月7日(土) 

大学院教育改革支援プログラ
ム「専攻横断型の包括的保健
医療職の育成」
 トータルヘルスプランナー(ＴＨ
Ｐ)養成コース 公開シンポジウ
ム「患者の意向による終末期
医療の実現に向けて」

場所：名古屋国際ホテル 老松の間
時間：10:00～16:30
基調講演2件及びシンポジウム
基調講演1：高齢者本人の意思を尊重した最善の終末期ケ
ア
講演者：Colleen M Cartwright（オーストラリア・サザンクロ
ス大学教授）
講演2：患者・家族が望むEnd-of-life careを実現するため
に
講演者：角田直枝（（財）日本訪問看護振興財団事業部長）
シンポジウム：「患者・家族の意向に沿った終末期ケアの
実際」
　①日本における終末期医療の現状と課題
　佐藤健（国立病院機構豊橋医療センター緩和ケア部長）
　②患者の安楽とＱＯＬ向上を目指すリハビリテーション
　平野幸伸（愛知県がんセンター・リハビリテーション科）
　③住み慣れた地域で自分らしく生き抜くための支援
　阿部まゆみ（医学系研究科特任講師）
入場無料

医学部保健学科 大学院GP事務
室
Fax: 052-719-1949
E-mail: thp@met.nagoya-u.ac.jp

3月7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：「９．１１以降の国際秩序」
講演者：定形衛（法学研究科教授）

経済学研究科エクステンション・
サービス
Fax: 052-788-6197
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/

3月7日(土) 、8日
(日）

法学研究科「国際ビジネス紛
争の法的解決の実効性を高め
るための新たなフレームワー
クの構築」第7回国際シンポジ
ウム「国際倒産」

場所：名古屋マリオットアソシアホテル16階アイリス
時間：9:30～17:00
※要事前申込

法学研究科308研究室
052-788-6236

3月9日（月）～
10日（火）

NAGOYA09：ビジネス、経済、
ITに関する国際会議

場所：ヒルトン名古屋
使用言語：英語のみ
参加：登録制　(登録料＄375）
主催：Univ. of Guam, School of Business and Public
Administration,Penn State Altoona, Division of Business
and Engineering,経済学研究科附属国際経済政策研究セ
ンター
後援：(社)キタン会（経済学部同窓会）

経済学研究科附属国際経済政策
研究センター
052-789-4941
Fax:052-789-4942
URL:
http://altoona.psu.edu/icbeit/
E-mail: ercs@nul.nagoya-u.ac.jp

3月10日（火）
附属図書館友の会トークサロ
ン
第15回ふみよむゆふべ

場所：中央図書館５階多目的室
時間：18:00～19:30
演題：「そろばん今昔」
講師：藤本保紀（珠算史研究学会会員・日本数学史学会会
員）
入場無料

附属図書館友の会事務局
052-789-3666

3月14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：「工学倫理はなぜ大切か」
講演者：黒田光太郎（工学研究科教授）

経済学研究科エクステンション・
サービス
Fax: 052-788-6197
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/

3月18日(水）～
19日（木）

第11回フィジカルヘルス・
フォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：9:15～17:45（18日）、 18:00～（意見交換会）(18日）、
9:15～17:00（19日）
会場整理費:1,000円、意見交換会:5,000円（予定）
学内からの参加者は会場整理費無料、･意見交換会有料
衛生管理者等関係者の参加を歓迎します。

総合保健体育科学センター
近藤孝晴センター長・教授
052-789-3960

3月21日（土）、28
日（土）

ミクロの探検隊
電子顕微鏡でミクロの世界を
体験しよう！

場所：医学部（21日）、博物館（28日）
時間：13:00～16:00
テーマ：第13回ムシの世界（21日）、第14回植物の世界（28
日）
定員：各回12名　学生・博物館友の会会員優先
参加費: 100 円(保険代)
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767



5月16日（土） 教育学部60周年記念行事

場所：豊田講堂
時間：13:00～（学術講演：14:00～14:50、シンポジウム：
15:00～17:00）
講演題目：学校・子ども・家庭　－今求められる教育のあり
方－
講演者：志水宏吉（大阪大学大学院教授）
入場無料

文系総務課総務グループ教育担
当
052-789-2602

9月14日（月）～
16日（水）

R’09　Twin World Congress
（環境技術及び資源マネジメン
ト国際会議）

場所：名古屋大学及びスイス・ダボス
エコトピア科学研究所
R'09 Twin World Congress事務局
052-789-4310

11月7日（土）～
8日（日）

第33回日本死の臨床研究会

場所：名古屋国際会議場（2日間にわたり講演やシンポな
ど）
現医学部長　濵口道成教授（次期総長）の講演が予定され
ています。

医学部保健学科
安藤詳子
052-719-1553
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