
平成２１年２月２４日 

 

 

平成２０年度 第１０回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 名古屋大学レクチャーの開催について（資料１） 

 

２ 名古屋大学フェローの称号授与について（資料２） 

 

３ 個別学力検査（前期日程）の実施について（資料３） 

 

４ 総合運動場複合棟の完成について（資料４） 

 

 ５ ソウル大学とのハンドボール交流戦について（資料５） 

 

 ６ 今後の本学の行事予定（資料６） 

 

 ７ その他 

        次回開催日について



資料１ 

 

名古屋大学レクチャー 

2008 年ノーベル化学賞受賞記念 
 

オワンクラゲからのおくりもの 

 

日 時 平成 21 年 3 月 26 日（木）14:00～  

場 所 名古屋大学豊田講堂 

主 催 名古屋大学  

共 催 中日新聞社  

プログラム（予定）  

14:00～14:10 開会の挨拶        名古屋大学総長    平野 眞一 

14:10～14:40 解説講演  

        2008 年ノーベル化学賞に輝く下村 脩博士 －時を超える  

       「ひと」、もの」、「こころ」－  

                名古屋大学名誉教授      上村 大輔  

                慶応義塾大学 理工学部 教授  

14:40～15:00 名古屋大学レクチャー授与式、楯の贈呈式 

15:00～15:40 講演「発光生物研究の原点－名古屋大学」 

         名古屋大学特別招へい教授          下村  脩  

         ウッズホール海洋生物学研究所特別上席研究員  

15:40～16:10 質疑応答  

16:10～16:15 閉会の挨拶     名古屋大学高等研究院長   近藤 孝男  



資料２ 

 
名古屋大学フェローの称号授与について 

 
氏名・職名：  豊田章一郎・トヨタ自動車株式会社取締役名誉会長 
 
授 与 日：  平成２１年３月２５日 
 
授与理由： 
 豊田章一郎氏は、昭和２２年９月名古屋帝国大学工学部を卒業し、昭和３０年８月に

は工学博士（名古屋大学）の学位を取得された。 

 大学卒業の後、昭和２７年トヨタ自動車工業株式会社に取締役として入社、その後、

昭和５６年にはトヨタ自動車販売株式会社取締役社長に就任した。昭和５７年にはトヨ

タ自動車工業株式会社とトヨタ自動車販売株式会社との合併によって生まれたトヨタ

自動車株式会社初代取締役社長に就任、以後同代表取締役会長（平成４年）、同取締役

名誉会長（平成１１年）などを歴任、現在に至っている。卓抜な指導力と緻密な戦略と

によって、今日の「世界のトヨタ」の名声を確乎たるものとした功績は顕著なものがあ

り、その実績は国内のみならず海外でも広く認められている。 

 平成６年には第８代社団法人経済団体連合会会長に就任（平成１０年まで）するなど

国内外の経済及び社会の繁栄にその卓越した能力を発揮した。また平成１７年には日本

国際博覧会協会会長を務め、「愛知万博」を成功に導くなど、幅広い領域での活躍をさ

れてきている。 

 平成１４年には名古屋大学全学同窓会会長に就任、大学と社会とを結ぶ必須の組織と

しての同窓会を発展強化し、大学と卒業生のつながりの強化、名古屋大学の「社会連携

推進体制の強化」をはかることによって、名古屋大学と社会の発展に貢献された。 

 この業績は名古屋大学フェローの称号を授与するに相応しいと判断した。 



資料３ 

平成２１年度 

個別学力検査(前期日程)期日・時間 
 

２月２５日（水） ２月２６日（木） 
学 部・学 科 

教 科 等 時   間 教 科 等 時   間 

文 学 部 外国語 
地理歴史 

10:00～11:45 
13:45～15:15 

数 学 
国 語 

10:00～11:30 
14:10～15:55 

教 育 学 部 外国語 10:00～11:45 数 学 
国 語 

10:00～11:30 
14:10～15:55 

法 学 部 外国語 
小論文 

10:00～11:45 
13:45～15:15 数 学 10:00～11:30 

経 済 学 部 外国語 10:00～11:45 数 学 
国 語 

10:00～11:30 
14:10～15:55 

自然情報学科 外国語 
理 科 

10:00～11:45 
13:45～15:00 数 学 10:00～12:30 

情

報

文

化

学

部 
社会ｼｽﾃﾑ 
情報学科 

外国語 
地理歴史（選択）

10:00～11:45 
13:45～15:15 数 学（選択） 10:00～11:30 

外国語 
理 科 

10:00～11:45 数 学 
国 語 

10:00～12:30 
理 学 部 13:45～16:15 14:10～14:55 

外国語 
理 科 

10:00～11:45 数 学 
国 語 

10:00～12:30 
医 学 科 

 
【注】情報文化学部社会システム情報学科は，「地理歴史」又は「数学」のうち，出願時に選択し 
  た１科目を受験しなければならない。 

13:45～16:15 14:10～15:55 
医

学

部 
外国語 
理 科 

10:00～11:45 
13:45～16:15 数 学 保健学科 10:00～12:30 

外国語 
理 科 

10:00～11:45 
13:45～16:15 数 学 工 学 部 10:00～12:30 

外国語 
理 科 

10:00～11:45 
13:45～16:15 数 学 農 学 部 10:00～12:30 



募集人員 志願者数 志願倍率 H20倍率 募集人員 志願者数 志願倍率

110 286 2.6 2.6

50 193 3.9 3.9

100 312 3.1 3.0

165 618 3.7 3.3

27 70 2.6 3.6

28 131 4.7 4.5

55 201 3.7 4.0

210 572 2.7 2.3

90 346 3.8 4.3 3 26 8.7

看 護 学 専 攻 45 127 2.8 2.2

放射線技術科学専攻 30 108 3.6 2.1

検査技術科学専攻 25 87 3.5 2.9

理 学 療 法 学 専 攻 13 55 4.2 2.3

作 業 療 法 学 専 攻 13 26 2.0 2.8

計 126 403 3.2 2.4

216 749 3.5 3.2 3 26 8.7

135 359 2.7 2.3

171 434 2.5 2.7

153 438 2.9 2.3

144 457 3.2 3.4

63 152 2.4 2.8

666 1,840 2.8 2.7

27 80 3.0 2.1

43 121 2.8 2.5

66 181 2.7 2.4

136 382 2.8 2.4

1,708 5,153 3.0 2.8 3 26 8.7

-10 287 0.2 ― ― ― ―

1,718 4,866 2.8 ― ― ― ―

平成21年度名古屋大学一般選抜（前期日程・後期日程）出願状況

学　部　・　学　科　等　名
前期日程 後期日程

                            確定数

文 学 部

教 育 学 部

法 学 部

経 済 学 部

情報
文化
学部

自 然 情 報 学 科

社 会 ｼ ｽ ﾃ ﾑ 情 報 学 科

小　　　計

理 学 部

医
　
　
学
　
　
部

医 学 科

保
　
健
　
学
　
科

小　　　計

工
　
　
学
　
　
部

化 学 ・ 生 物 工 学 科

物 理 工 学 科

電気電子・情報工学科

機 械 ・ 航 空 工 学 科

社 会 環 境 工 学 科

小　　　計

合　　　　　計

前　年　比

平成20年度実績

農
　
学
　
部

生 物 環 境 科 学 科

資 源 生 物 科 学 科

応 用 生 命 科 学 科

小　　　計



NAGOYA Univ.

総合運動場複合棟総合運動場複合棟
【案内図】

【工事概要】 工 事 名 名古屋大学（大幸）外国人宿舎改修その他工事

建 設 地 名古屋市千種区不老町(名古屋大学東山団地構内)

工事期間 平成 20年 6月 9日 ～ 平成 21年 1月 30日

規 模 建築面積 350 ㎡ 延床面積 649 ㎡ 建物高さ 7.66m

構 造 軽量鉄骨造 2階建

外部仕上 窯業系サイディングボード

内部仕上 床 ビニル床シート張他

壁 つや有合成樹脂エマルションペイント塗

天井 化粧石膏ボード張他

設 備 エアコン、シャワー、防犯カメラ

基本設計 名古屋大学 施設管理部

実施設計 ㈱中建築設計事務所

監 理 名古屋大学 施設管理部

施 工 建築：榊原建設㈱ 電気：東光電気工事㈱ 機械：北嶋工業㈱

平成２０年度 施設管理部

総合運動場複合棟

改築後

改築前



学務部 門

１Ｆ

２Ｆ

保体部 門

器具庫 更衣室

アメフト アメフトテニス野球ゴルフ
部室 部室 部室 部室 部室

保体センター講義室 保体センター講義室

音楽練習室 音楽練習室

講師
非常勤

控室

NAGOYA Univ.

総合運動場複合棟総合運動場複合棟

～建物の概要～

総合運動場複合棟は、従来陸上競技場近辺に点在していた「健康・スポーツ科学実習」等で利用

していた更衣室と体育会運動部の部室等を、新たに一つに集約したものです。その名が示す通り、

２階には「健康・スポーツ科学」の講義や実習で利用可能な講義室と防音施設のある音楽練習室が

併設されています。この複合棟には、ギリシャ語で運動競技を意味するGYMNO（ジムノ）と歌・音楽

を意味するMELOS（メロス）とを組み合わせた“GYMNO-MELOS”という愛称がつけられ、名古屋大

学生にスポーツや音楽を通じて友情や信頼を培ってほしいという願いが込められています。

更衣室

音楽練習室

【騒音対策】

天井：ロックウール吸音板

壁：吸音用有孔石膏ボード

床：遮音シート

屋根（遮熱塗装）

【省エネ対策】

『遮熱塗装』を採用し、空調ランニングコストの低減を図って

います。

保体センター講義室

シャワー室を３室、防犯対策として防犯カメラを２個

設置しています。



資料５ 

 
ソウル大学とのハンドボール交流戦について 

 
日 時：平成２１年２月２０日（金）、２１日（土） 
 
場 所：名古屋大学新体育館（２０日）、南山大学体育館（２１日） 
 
ソウル大学との交流： 
    １９９３年 交流戦開始（ソウル大学） 
    １９９５年 韓国遠征（ソウル大学、韓国外大） 
    １９９６年 招請（八大学戦；ソウル大学、台湾大学） 
    １９９７年 韓国遠征（ソウル大学） 
    １９９８年 ソウル大学招請 
    ２０００年 韓国遠征 
    ２００４年 ソウル大学招請（南山大学含む３校対抗戦） 
    ２００５年 韓国遠征 
 
 

 



資料６

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

2日（月） 役員会

16日（月） 役員会

17日（火） 部局長会・教育研究評議会

21日（土） 経営協議会

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

4日（水）

教授会（法学部・法学研究科、医学部・医学系研究科、農学部・生命農学研究科、国際開
発研究科、環境学研究科）
総務・予算委員会（教育学部・教育発達科学研究科）
研究科委員会(医学系研究科）
専攻長会議（情報科学研究科）

6日（金） センター会議（高等教育研究センター）

9日（月） 教授会（理学部・理学研究科）

11日（水）

教授会（文学部・文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、経済学部・経済学研究
科、情報文化学部・情報科学研究科、工学部・工学研究科、多元数理科学研究科、人間
情報学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）
医学部附属病院部長会
専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）
運営委員会（留学生センター）

12日（木） 教授会（農学部・生命農学研究科）

13日（金） 教授会（環境医学研究所）

18日（水）

教授会（法学部・法学研究科、医学系研究科、国際言語文化研究科、太陽地球環境研究
所）
研究科委員会（医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）
保健学専門委員会（医学部保健学科）

23日（月） 附属図書館商議員会

25日（水） 教授会（総合保健体育科学センター）

26日（木）
教授会（文学部・文学研究科）
部門長会議（エコトピア科学研究所）

名古屋大学　平成21年3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

3月1日（日）

東海がんプロフェッショナル養
成プラン
平成20年度第2回合同セミ
ナー

場所：全日空ホテルズ　ホテルグランコート名古屋5階ロー
ズルーム
時間：13:15～16:00
浜松医科大学及び名古屋大学の共催
※要事前申込

医学部経営企画課研究協力掛
052-744-2429

3月2日（月）
附属図書館研究開発室第34
回オープンレクチャー

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18:00～19:30
演題：「想いをかたちに－書誌ユーティリティと共に歩んで
－」
講師：雨森弘行（附属図書館研究開発室研究協力者、お
茶の水女子大学参与）
入場無料

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

3月2日（月） 日本語研修コース修了式
場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
時間：13:30～

留学生センター
052-789-2198

3月3日（火）

グローバルCOEプログラム「シ
ステム生命科学の展開：生命
機能の設計」
セミナー「スピンドル微少管重
合におけるフィードバック制御」

場所：理学部G館101講義室
時間：16:00～17:00

高等研究院
五島剛太特任准教授
052-788-6174

3月5日（木）～
7日（土）

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5回国際研究集会「知のテク
スト化」

場所：パリ東大学（フランス）
時間：10:00～（5日）、9:00～（6日）、9:30～（7日）

文学研究科グローバルCOE事務
局
052-747-6461
E-mail: regist@gcoe.lit.nagoya-
u.ac.jp

3月6日（金）

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」
オーガニックセミナー
「Nucleophilic
Organocatalysis」

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：13:00～
講演者：Hendrik Zipse教授（ミュンヘン大学）

工学研究科
石原一彰教授
052-789-3331

3月6日（金）
第10回シンクロトロン光利用者
研究会～回折・小角散乱、
LIGAについて～

場所：名古屋工業大学12号館M1教室
時間：14:00～（受付13:30～）
プログラム：
1. 「放射光Ｘ線回折を用いた構造解析～粉末未知試料か
ら単結晶精密解析まで～」澤　博（工学研究科教授）
2. 「シンクロトロン光によるナノ・マイクロ加工とマイクロシス
テムへの応用～LIGAプロセスのバイオチップ応用を中心
に～」内海裕一（兵庫県立大学准教授）
3. 「小角散乱ビームライン」岡本茂（名古屋工業大学准教
授）
4. 「SPring-8を用いたゴム材料研究」岸本浩通（住友ゴム
工業株式会社）
定員：100名
主催：愛知県、大学連合（名古屋大学・名古屋工業大学・
豊橋技術科学大学・豊田工業大学）、(財）科学技術交流財
団
参加無料
※要事前申込

愛知県産業労働部新産業課科学
技術推進室担当　中尾
052-954-6352

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) 

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）
大学教育改革フォーラムin東
海2009

場所：IB電子情報館
時間：10:00～17:50
プログラム：
基調講演「東海地域の大学を元気にする教育改革とは」
ハンスユーゲン・マルクス（南山学園理事長）
1. 「学習意欲を高める授業上の創意工夫」 栗原裕（愛知大
学教授）
2. 「大学認証評価への対応」 戸田山和久（情報科学研究
科教授）
3. 「高校は大学をどう見ているか」 植田健男（教育発達科
学研究科教授）
4. 「FD・SDのノウハウをどう共有するか」 西田幹夫（名城
大学教授）　他
参加無料（但し昼食1，000円、軽食パーティー2，000円）
※要事前申込

（大会についてのお問い合わせ
先）
高等教育研究センター
052-789-5696
Fax: 052-789-5695
E-mail: info@cshe.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.cshe.nagoya-
u.ac.jp/tf2009/
（事前参加登録等に関するお問い
合わせ先）
株式会社コングレ
fax: 052-950-3370
E-mail: tf2009@congre.co.jp

3月7日（土） 子育て支援セミナー

場所：野依記念学術交流館1階会議室
時間：13:00～15:30
講師：内田麻理香（東京大学特任教員）
対象：名古屋大学構成員の家族
入場無料

人事労務課男女共同参画担当
052-789-2020

3月7日(土) 、8日
(日）

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6回国際研究集会「歴史テク
ストの解釈学：針路、解釈実
践、新たな諸問題」

場所：東京国際フォーラムホールD5
時間：13:00～17:30（7日）、9:30～18:30（8日）
使用言語：英語・フランス語（同時通訳付）
※要事前申込

文学研究科グローバルCOE事務
局
052-747-6461
E-mail: regist@gcoe.lit.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（本学名誉教授）
定員：20名
参加費：1,500円

博物館事務室
052-789-5767

3月8日（日）
2008年度がんを生き抜くライフ
トピアスクール(第4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
参加費：2,000円(教材と記録集作成費を含む全講座分一
括)
※要事前申込

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



3月9日（月） 第1回産業なんでも見学会

場所：(株)豊橋造船
時間：11:00～15:00
対象：名古屋大学生・教職員
内容：造船所を見学します。詳細はHPにて
参加無料（交通費及び昼食代は各自負担）

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

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：グアム大学、ペンシルベニア州立大学アルトゥーナ
校、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） 動物慰霊祭
場所：附属図書館医学部分館ピロティ（供養碑前）
時間：14:00～

医学系研究科附属医学教育研究
支援センター 実験動物部門
052-744-2469

3月10日（火）
全学教育担当教員顕彰表彰
式

場所：全学教育棟中棟1階教養教育院会議室1
時間：16:00～
内容：全学教育における授業の実践で特に優れた効果・成
果があったと認められる教員を顕彰するもので、三浦裕一
（理学研究科准教授）及び生田博志（工学研究科教授）の2
名の表彰を行います。

教養教育院事務室
052-789-5801

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11日（水） 第5回足モトを見る会

場所：名古屋市内（名駅）
時間：13:30～16:30
対象：名古屋大学生・教職員
内容：名駅のエグゼクティブスポットに隠れた宝石を探しに
行きます。詳細はHPにて
参加無料（交通費は各自負担）

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

3月11日（水）

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」
平成20年度若手自立的研究
成果報告会

場所：野依記念物質科学研究館2階カンファレンスホール
時間：9:00～13:00

グローバルCOE事務室
052-788-6200
E-mail: gcoe-
office@chem.nagoya-u.ac.jp

3月12日（木）
一般選抜個別学力検査
（後期日程試験　医学部医学
科のみ）

学務部入試課
052-789-5765

3月12日（木） 高等研究院レクチャー

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14:55～17:35
講演内容：
1. 「神経軸索再生とプロテオグリカン」
2. 「iPS細胞を用いた神経再生戦略」
講演者：
1. 門松健治（医学系研究科教授）
2. 岡野栄之（慶應義塾大学教授）

高等研究院
052-788-6051
Fax: 052-788-6151
E-mail: iar@post.jimu.nagoya-
u.ac.jp



3月12日（木）、13
日（金）

グローバルCOE プログラム
「分子性機能物質科学の国際
教育研究拠点形成」
第2回物質科学フロンティアセ
ミナー「ナノ物質科学の最前
線：作る、見る、測る」

場所：野依記念物質科学研究館2階カンファレンスホール
時間：13:00～（懇親会18:30～）（12日）、10:00～15:30（13
日）
参加費無料（懇親会：一般3,000円 学生2,000円）

理学研究科
北浦良准教授
052-789-2477
E-mail:
kitaura@nano.chem.nagoya-u.ac.jp
URL: http://nano.chem.nagoya-
u.ac.jp/frontier/index.htm

3月13日（金）

平成20年度エネルギーに関す
る文理融合研究シンポジウム
第4回低炭素エコキャンパス実
現のための実践とビジョン

場所：経済学部第一講義室
時間：13:00～17:20
主催：エネルギーマネジメント研究・検討会

施設管理部施設企画課総務掛
052-789-2115

3月13日（金）
FD・SDコンソーシアム名古屋
主催セミナー

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：16:00～18:00
講師：圓月勝博（同志社大学教育支援機構長）
テーマ：「大学コンソーシアム京都によるFD・SD事業の現
状と課題」

高等教育研究センター
052-789-5386

3月14日（土） 第5回自然散策の会

場所：東山植物園
時間：10:00～13:00
対象：名古屋大学生・教職員
内容：詳細はHPにて
参加無料（植物園入園料・昼食は自己負担）

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

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

3月15日（日）
市民公開講座「アスベスト起因
性疾患～悪性中皮腫の克服
に向けて～」

場所：医学部附属病院　中央診療棟3階講堂
時間：13:00～15:00（開場12:30～）
プログラム：
総論「アスベスト曝露と中皮腫発生のつながり」 豊國伸哉
（医学系研究科教授）
内科「ホコリと肺の病気の話」 中野孝司（兵庫医科大教授）
外科「悪性胸膜中皮腫に対する外科治療」 横井香平（医
学系研究科准教授）
行政「石綿健康被害救済制度について（アスベストを使っ
ていないのに中皮腫に罹ったら）」 福本怜（環境省総合環
境政策局石綿健康被害対策室主査）
研究「新しい診断・治療法を目指して－基礎研究の果たす
役割－」 関戸好孝（愛知県がんセンター研究所分子腫瘍
学部部長）
入場無料

医学系研究科
豊國伸哉教授
052-744-2086
Fax: 052-744-2091
E-mail: toyokuni@med.nagoya-
u.ac.jp

3月16日（月）
附属図書館研究開発室第35
回オープンレクチャー

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18:00～19:15
演題：「ラーニング・コモンズ（LC)の本質」
講師：米澤誠（山形大学学術情報基盤センターユニットユ
ニット長）
入場無料

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667



3月16日（月） 高等研究院セミナー

場所：高等総合研究館1階カンファレンスホール
時間：15:00～17:00
講演内容：
1. 「化学から未来エレクトロニクスに挑む」
2. 「研究者倫理の哲学的基礎」
講演者：
1. 山口茂弘（理学研究科教授）
2. 戸田山和久（情報科学研究科教授）

高等研究院
052-788-6051
Fax: 052-788-6151
E-mail: iar@post.jimu.nagoya-
u.ac.jp

3月17日（火）
物質科学国際研究センター創
設10周年記念特別講演会

場所：野依記念物質科学研究館2階大講演室
時間：14:00～
内容：物質科学国際研究センターインターナショナルアドバ
イザリーボード、ノーベル化学賞受賞者ロールド ホフマン
教授特別講演会
入場無料

物質科学国際研究センター事務
室
052-789-5907

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

3月18日（水）
「ラーニング・コモンズ」フォーラ
ム

場所：文学研究科2階237講義室
時間：10:30～16:30
講演会：井上創造（九州大学附属図書館研究開発室准教
授）
演題：「米国におけるLearning Commons事情について（仮
題）」ラーニング・コモンズ見学（附属図書館）、ワークショッ
プ
主催：東海北陸地区国立大学図書館協会
入場無料

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

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
対象：小学5年生～一般
参加費: 100 円(保険代)
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767

3月24日（火）
2008年度第8回オープンセミ
ナー

場所：生命農学研究科B棟319号室
時間：1. 15:00-16:30（予定） 2. 16:30-18:00（予定）
テーマ：1. 未定　2. アフリカ農業・農村開発のための実践
的戦略の構築に関する研究（仮）
講演者：1. Prof. Esther Murugi Kahangi（Deputy Vice
Chancellor, Research, Production & Extension, Jomo
Kenyatta University of Agriculture andTechnology）
2. 櫻井武司（農学国際教育協力研究センタ－客員教授）
入場無料

農学国際教育協力研究センター
槇原大悟准教授
052-789-4226
E-mail: makihara@agr.nagoya-
u.ac.jp

3月24日(火)～
7月25日（土）

第12回名古屋大学博物館特
別展「大陸アフリカ～名大研究
の軌跡」

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

3月25日（水） 卒業式
場所：豊田講堂
時間：大学院10:00～、学部12:00～

学務部学務企画課
052-789-2159



3月25日（水） 総長顕彰授与式
場所：豊田講堂会議室
時間：未定（卒業式終了後）

学務部学務企画課
052-789-2159

3月26日（木）
第7回モノづくり市民公開講座
「夢工作」スターリングエンジン

場所：工学研究科創造工学センター
時間：10:00～16:30
募集人数：10名
対象：中学3年以上
参加費：300円（傷害保険料を含む）
※要事前申込

工学研究科創造工学センター
モノづくり市民公開講座
電話：052-789-3788

3月26日（木）
名古屋大学レクチャー
2008年ノーベル化学賞受賞記
念講演

場所：豊田講堂
時間：14:00～16:00
講演内容：
1. 2008年ノーベル化学賞に輝く下村 脩博士　－時を超え
る「ひと」、「もの」、「こころ」－
2. 発光生物研究の原点－名古屋大学
講演者：
1. 上村大輔（本学名誉教授）
2. 下村脩（特別招へい教授、ウッズホール海洋生物学研
究所特別上席研究員）
参加無料、要事前申込（同時中継を行うサテライト会場へ
の入場は予約不要、先着300名）

高等研究院
052-788-6153
Fax: 052-788-6151
E-mail: iar@post.jimu.nagoya-
u.ac.jp

3月27日（金）
第9回名大ERC・キタン会名古
屋ビジネスセミナー

場所：野依記念学術交流館2階
時間：18：00～20：00
講演内容：「これからの中国とインドを読み解く」
講演者：谷野作太郎（日中友好会館副会長）
定員：100名(登録制･先着順受付）
入場無料

経済学研究科附属国際経済政策
研究センター
052-789-4941
Fax:052-789-4942
E-mail:ercs@nul.nagoya-u.ac.jp
URL: http://erc2.soec.nagoya-
u.ac.jp/

4月4日（土） 野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園
時間：13:00～15:00
参加無料
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767

4月5日（日） 入学式
場所：豊田講堂
時間：大学院10:00～10:50、学部11:15～12:10

学務部学務企画課
052-789-2159

4月10日（金）
第95回名古屋大学博物館特
別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：「名古屋大学の第1回アフリカ調査（1962年）の
思い出」
講演者：諏訪兼位（本学名誉教授）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

4月11日（土）
第26回博物館コンサート
（NUMCo)「魅惑のシャンソン」

場所：博物館展示室
時間：14:00～15:00
歌手：山本雅世（本学OG）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

4月22日（水） 第48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：未定
講演者：隈本邦彦（江戸川大学教授）
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/

4月22日（水）
第27回博物館コンサート
（NUMCo)「アフリカ民族音楽～
親指ピアノ『ンビラ』の調べ」

場所：博物館展示室
時間：14:00～15:00
演奏：パシパミレwithハヤシエリカ
入場無料

博物館事務室
052-789-5767



4月24日（金）
第96回名古屋大学博物館特
別講演会

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演題目：未定
講演者：和崎春日（文学研究科教授）
入場無料

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

5月23日（土） 先端医療ヘルスケアセミナー

場所：豊田講堂第1会議室
時間：13:30～15:30
講演内容：認識と感覚について
講師：三宅養三（本学名誉教授）、馬場駿吉（名古屋市立
大学名誉教授）
入場無料
主催：特定非営利活動法人先端医療推進機構、先端医療
ネットワーク懇話会、名古屋大学医学部先端医療バイオロ
ボティクス学寄附講座
後援：中日新聞社

特定非営利活動法人
先端医療推進機構事務局
052-719-1853

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
安藤詳子教授
052-719-1553




