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２ 名古屋大学特別招へい教授の委嘱について（資料２） 

 

３ 平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料３） 
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５ 第 3 回タイ日国際学術会議について（資料５） 

 

６ 名古屋大学レクチャーについて（資料６） 

 

７ 全日本大学駅伝の結果について（資料７） 

 

８ ベトナム学長等及び同国国営テレビの本学訪問について（資料８） 

 

９ 若手女性研究者サイエンスフォーラム及び女子中高生理系進学推進セミナーに

ついて（資料９） 

 

１０ 太陽地球環境研究所創設 20 周年記念行事について（資料１０） 

 

１１ 今後の本学の行事予定（資料１１） 

 

１２ その他 

        次回開催日について 



資料１

名古屋大学特別教授の称号付与について

（ふりがな）
氏　名

生年月日 称号授与予定日

1
たなか　やすお

田中　靖郎 S6.3.18
文化功労者
（平成22.11)

理学部助教授
（S37.7～S49.12）

現在調整中

資　格





資料３ 
国立大学法人名古屋大学の平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価結果（概要）  

 
 
本評価結果は、平成 21 年度の業務実績報告に基づき、業務運営などを中心に国立

大学法人評価委員会が評価し、平成 22 年 11 月 5 日付けで公表されたものである。  
「１ 全体評価」と「２ 項目別評価」で構成されている。  
「全体評価」では，下記の通り主な特記事項が取り上げられている。  
また，「項目別評価」においては，「業務運営・財務内容等の状況」の 4 項目すべて

が，「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評定を得た（5 段階

評価の上から 2 番目）。  
なお，「教育研究等の質の向上の状況」については，例年，その特性に配慮して，年

度ごとの評価においては外形的，客観的評価のみが行われるため，項目別評価におけ

る項目ごとの評定はなかった。 

 
1 全体評価  
 
・名古屋大学は、「名古屋大学学術憲章」と中期目標・中期計画を基に、世界最高水準

の研究の展開と次世代を担う若手研究者の育成を目指し、教育研究環境の整備に取

り組んでいる。また、総長が大学運営の基本方針である中長期的な目標を簡潔に盛

り込んだ「濵口プラン 2009」を公表し、大学運営に関する明確な指針を示している。  
 
・業務運営については、経営協議会からの意見を踏まえ、国際プログラム群（英語に

よる学位取得コース）の設置を決定し、英語新カリキュラム「Academic English」
を導入している。  

 
・財務内容については、大型の外部資金プログラムの申請に際し、説明会の実施等支

援を行い、グローバル COE プログラムや科学技術振興調整費等の大型プロジェク

トを新たに獲得するとともに、施設の貸付料等の増加、特許料収入等の増加に取り

組んでいる。  
 
・環境に配慮した取組では、ESCO(Energy Service Company)事業の検証、国内クレ

ジット制度（国内排出削減量認証制度）事業等に取り組んでいる。  
 
・教育研究等の質の向上については、若手研究者のキャリア支援事業、新たな大学院

奨学金制度による学生支援の他、日独共同大学院プログラムによる学生の受入れと

派遣、ヤング・リーダーズ・プログラム (YLP)に基づく英語による医療行政コース

の開講等に取り組んでいる。また、グローバル COE プログラムは、これまでに７

拠点となり、積極的な教育・研究活動を展開している。  
 

 
2 項目別評価  

中期目標(大項目) 評定 

Ⅱ 業務運営・財

務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標 ○ 

（２）財務内容の改善に関する目標 ○ 

（３）自己点検・評価及び当該状況にかかる情報の提供に関する目標 ○ 

（４）その他業務運営に関する重要目標 ○ 

※ 「評定」欄の記号は、以下の評価を表す。 

◎：中期目標・中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある 

○：中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

△：中期目標・中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる 

▲：中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れている 

×：中期目標・中期計画の達成のためには重大な改善事項がある 

 

 

 



 
業 務 の 実 績 に 関 す る 報 告 書 及 び 評 価 結 果 の 全 文 は 、 名 古 屋 大 学 ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.nagoya-u.ac.jp/)で公開しています。 

「トップページ」→「大学の概要／学部・研究科」 

→「中期目標・中期計画・評価／情報公開／公表事項など」 

 

【業務の実績に関する報告書】 

 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/pdf/objectives/h21-practice-report.pdf 

【業務の実績に関する評価結果】 

 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/pdf/objectives/h21-practice-eval.pdf 



資料４ 

H22.11.24 
 

第二回日英学長会議について（報告） 
 
 
開催期間：平成 22 年 11 月 18 日（木）～19 日（金） 
主 催： ブリティッシュ・カウンシル、日本学術振興会、国公私立大学団体

国際交流担当委員長協議会（JACUIE）、九州大学 
場 所： 九州大学 
参加大学：日本側 33 大学・関係機関、英国側 19 大学・関係機関 
テーマ：（全体テーマ）大学の国際化 
    （サブテーマ）教育・研究の質の維持・向上 
    （分科会テーマ） 

１． 大学運営の観点から考察する学生、教職員の流動性 
Staff and Student mobility 

２． 博士課程学士・ポスドクレベルの学生のキャリアパス形成のた

めのスキル向上 
Transferrable skills and Career development of PhD (and 
research) students 

３． 大学全体の国際化を効果的に実現するための環境整備 
Developing a university-wide international ethos 

概 要： 分科会テーマ毎に紹介されたケーススタディーを通して、両国の大

学の取り組みの動向を知る機会となった。 
 最終日には、日英学長会議の運営組織の設置、ワークショップ・サマ

ースクールの開催などが話題となった。次回は未定。 
 
議事次第： 
11 月 18 日（木） 

9:00-10:00 開会挨拶 
  （九州大学 有川節夫学長） 
  （日本学術振興会 小野元之理事長） 
  （ブリティッシュ・カウンシル Jason James 駐日代表） 
  （文部科学省 加藤重治審議官） 
10:00-10:30 基調講演（文部科学省 木村孟顧問） 
10:30-11:00 基調講演（サザンプトン大学 Don Nutbeam 学長） 



11:30-12:10 質疑応答及び議論 
12:10-13:00 分科会座長による発表 
  （分科会 1：名古屋大学 濵口道成総長） 
  （分科会 2：東京農工大学 小畑秀文学長） 

（分科会 3：リーズ大学 Judith Lamie 教授・国際部長） 
14:00-15:25 分科会におけるケーススタディー 
  分科会 1 （ノッティンガム大学 Christine Ennew 副学

長） 
    （大阪府立大学 寺迫正廣理事） 
    （九州大学 倉地幸徳理事） 

分科会 2 （英国リサーチカウンシル Iain Cameron 研

究キャリア及び多様性部長） 
    （グラスゴー大学 Andrea Nolan 副学長） 

（文部科学省高等教育局 榎本剛企画官・高等

教育政策室長） 
  分科会 3 （ボーンマス大学 John Vinney 学長） 
    （慶應義塾大学 清家篤塾長） 

（リーズ・メトロポリタン大学 Elspeth Jones
国際部長） 

15:25-15:45 質疑応答 
16:15-17:15 議論及びまとめ 
 

11 月 19 日（金） 
9:30-9:45 アジェンダ説明（筑波大学 塩尻和子副学長） 
9:45-10:45 各分科会の報告、質疑応答及び議論 
11:15-12:15 議論及びまとめ 
12:15-12:30 閉会 

  



 （参考） 
日英学長会議について 

 
 

目 的：持続可能で戦略的な連携を強化していくことについて、強い関心を持

ち、共通の目的及び関心事項についてビジョンを有する両国の学長に

よる議論を行い、もって世界的な問題に効果的に取り組むことを目的

とする。第二回日英学長会議は、第一回の会議の議論を踏まえ、高等

教育分野における国際化をテーマに、両国の高等教育における共通の

トピックについて議論を行うことにより、両国間の更なる連携の進化

を図ることを目指す。 
 
 
背 景：近年、日英両国は、知識経済を推進し、地球規模課題に効果的に取り

組むために、高等教育の国際競争力を高めることに尽力している。両

国における高等教育の国際化は、急速かつ大きく進展しており、両国

の大学間において、持続可能、かつ、戦略的な連携を図ることが求め

られている。しかしながら、両国は、今、国際競争力のある高等教育

部門を構築する過程で、多くの課題に直面している。 
 このような中、2009 年 2 月にロンドンにて日英学長会議が開催され、

日本側 16 大学、英国側 18 大学の大学長・副学長、学術関係機関関係

者ら約 100 名が一堂に会し、「社会のニーズに対し、大学の教育研究が

いかにして応えることができるのか。」について意見交換がなされた。

会議では、日英間の更なる連携に強い関心が示され、今後とも両国間

の国際交流の推進を図っていくことが確認された。 
 



資料５ 

平成２２年１１月２４日 

 

 

第 3 回タイ日国際学術会議について（報告） 

 

 

開催日：平成 22 年 11 月 19 日（金） 

 

場 所：名古屋大学豊田講堂シンポジオンホール 

 

参加者：在日タイ留学生 98 名、在京タイ王国大使館 シントン・ラーピセートパン

公使ほか 2名、濵口名古屋大学総長・渡辺副総長ほか日本およびタイの高等

教育関係者 32 名、合計 135 名 

 

テーマ：”Beyond the Multidisciplinary Research Towards Sustainability (持続

可能性を目指した学際的研究を超えて)” 

 

概 要：在日タイ留学生協会（Thai Students’ Association in Japan under Royal 

Patronage, TSAJ）が行っている活動の中で最も大きなイベントである年次

国際学術会議として実施。以前は、タイ語による研究会を行ってきたが、3

年前から英語による国際学術会議に格上げし、第 1回目は東京工業大学、第

2回目は京都大学で開催し、第 3回目である本年は名古屋大学で開催するこ

ととなった。今回は特に、タイと日本の学生、研究者、専門家たちが一緒に

なり、”Beyond the Multidisciplinary Research Towards Sustainability 

(持続可能性を目指した学際的研究を超えて)”をテーマに、お互いの知識、

経験等を元に議論し、交流することを目的に、タイと日本からの研究者の研

究発表が行われたほか、学生たちの発表や、パネル展示等が行わ

れ、”Sustainability”をテーマに活発な議論が行われた。また、会議後の

懇親会では、タイ料理を囲んで日本全国各地（北は北海道、南は大分）で学

んでいるタイ人留学生たちとタイ及び日本の高等教育関係者との懇談が行



われ、名古屋大学タイ人留学生によるタイダンスの披露等、和やかな雰囲気

のもと閉幕した。また、翌日（11 月 20 日）には、名古屋大学運動場にてタ

イ人留学生たちによるスポーツ大会が開催され、留学生同士による交流が行

われた（参加者計 110 名）。 

 

参考： 

（1）在日タイ留学生協会（Thai Students’ Association in Japan under Royal 

Patronage, TSAJ）： 

タイ人留学生数の増加に伴い、在日タイ留学生協会（Thai Students’ Association 

in Japan under Royal Patronage, TSAJ）が、1939 年に非営利団体として設立さ

れ、タイ国王陛下の御後援を受けた公的な学術団体として正式認定を受けること

となった。偶然にも TSAJ の設立は名古屋帝国大学の創設と同じ年である。 

TSAJ の目的は「日本で学習しているタイ人留学生がお互いの連携を強め、人脈を

形成すること、及び日本に住んでいるタイ人との交流活動に協力・支援すること

など」である。TSAJ 事務局は在京タイ王国大使館におかれ、在京タイ王国大使館

および大阪総領事館の正式な後援を受けている。TSAJ の運営組織の任期は 1 年で

あり、2010 年度の会長は名古屋工業大学博士後期課程大学院生のアピラック・イ

エアドウア氏。 

 

（2）名古屋大学とタイとの関係について 

名古屋大学とタイの大学間交流協定はカセサート大学（1981 年締結）、チュラロン

コン大学（1992 年締結）およびチュラポーン研究所/チュラポーン大学院大学（2008

年締結）であり、2009 年度のタイ人研究者の受け入れ実績は 106 人にも上ってい

る。名古屋大学に在籍しているタイ人留学生数は2010年11月現在で25人である。

また、2005 年 12 月には名古屋大学全学同窓会タイ国支部が設立された。 

なお、2007 年 10 月 17 日から 18 日にかけて、チュラポーン・タイ王国王女殿下が

名古屋大学をご視察された。 



資料６ 

名古屋大学レクチャーについて 
 
 
日 時 平成 22 年 11 月 13 日（土） 13:00～17:00 
場 所 豊田講堂 
テーマ 「化学でひも解く生命の不思議 天然分子から薬まで」 
 
 
（講演者） 

岸 義人  名古屋大学特別教授／米国・ハーバード大学教授 
      「複雑な天然有機化合物－構造と合成・研究－」 
 
中西 香爾 名古屋大学特別教授／米国・コロンビア大学教授 

      「彷徨える天然物化学者」 
 
 
 
当日の午前中には、中西 香爾先生の特別教授の称号授与式を実施。 



資料７ 

 

 

名古屋大学陸上競技部の競技結果について 
 

 

＜秩父宮賜杯第 42 回全日本大学駅伝対校選手権大会＞ 

 日    時 ： 平成 22 年 11 月 7 日（日）8:10 スタート 

 コ ー ス ： 熱田神宮～伊勢神宮 8区間 106.8 ㎞ 

 結    果 ： 名古屋大学 16 位 

          （25 チーム中。東海学連選抜チーム（オープン参加）を除く） 

 出 場 選 手 ： 以下の８名 

 

区  間   氏    名 区間順位 通過順位 

１区(14.6km) 山本 崇博（文・４） 区間 24 位 23 位 

２区(13.2km) 鈴木 慎（情科・M1） 区間 17 位 20 位 

３区( 9.5km) 田中 佑治（工・M1） 区間 20 位 20 位 

４区(14.0km) 村西 研郎（経・４） 区間 16 位 18 位 

５区(11.6km) 平岡 悠（法・４） 区間 15 位 17 位 

６区(12.3km) 梶田 拓弥（理・M1） 区間 20 位 18 位 

７区(11.9km) 古川 和紀（理・１） 区間 20 位 17 位 

８区(19.7km) 濱田 洋平（経・４） 区間 16 位 16 位 

   16 位 

 

 

備 考： 名古屋大学は２大会連続 14 回目の出場。前回は 25 チーム中 18 位。 

     今回、本学は初めて東海地区予選会を 1位で通過し、本戦に臨んだ。 

     過去 13 回の出場ではいずれも途中で繰り上げスタートとなり、襷がゴールまで 

    繋がったことはない。今回は襷をゴールまで繋ぐことを目指したが、優勝した早 

    稲田大学が大会新記録となるハイペースだったことも影響し、前回の記録を６分 

    以上短縮したにも関わらず、第４中継点で繰り上げスタートとなった。 

     名大は序盤で出遅れたものの、エース区間である２区、４区で順位を上げ、最 

    長区間である最終８区では主将の濱田が区間 16 位と踏ん張り、16 位でゴール。 

     東海地区のライバル校である中京大学（19 位）に先着し、参加国立大学中では 

    最上位であった。（信州大 23 位・広島大 25 位） 

 



資料８ 

 

平成 22 年 11 月 24 日 

名 古 屋 大 学 

 

 

ベトナムの学長等及び同国国営テレビの本学訪問について（報告） 

 

訪問者： ベトナムの学長等 11 名（別添の参加者リスト参照） 

ベトナム国営テレビ記者 3名（別添の参加者リスト参照） 

日 時： 平成 22 年 11 月 15 日(月)11:00～12：15 

目 的： APEC 首脳会談に出席の首相・大臣とともに来日し、ベトナムの教育紹介及び日

本の大学との協力について模索することを目的に関係者との懇談及び関係機関

を訪問。来日中は、東京（明治大学）にて日・ベトナム学長会議出席、及び名

古屋でのビジネスフォーラム（中経連主催）に出席し、名古屋大学にも訪問し、

本学の取り組み等についての説明を行うとともにベトナム人留学生との懇談を

実施。また、ベトナム国営テレビが学長一向に随行して、学長会議、日本の大

学訪問の様子を取材し、後日「Study in Japan」という 30 分の特別番組に編集

して放映予定。今回の訪問大学は、明治大学、法政大学、上智大学と本学。 

  

本学におけるスケジュール： 

時間 事 項 備 考 

11:00～ 

  11:30 

挨拶及び名大紹介（総長） 

質疑応答（留学生との懇談含む） 

（総長、佐分理事、鮎京法学研究科長、 

 金村先生（CALE）、ベトナム人留学生） 

豊田講堂 第 1会議室 

11:30～ 

  12:15 

昼食 

（佐分理事、鮎京法学研究科長等） 

豊田講堂第 2会議室 

 

（参考） 

11/11 

(木) 

来日 

 

 

11/12 

（金） 

9:30- 法政大学訪問 

11:00- 上智大学訪問＆昼食 

午後  日・ベトナム学長会議（於：明治大学）

    （副首相・外務大臣も出席予定） 

学長会議については、名大に

も案内は来たが、対応できる

役員がいないため欠席。 

 



資料９ 

若手女性研究者サイエンスフォーラム及び女子中高生理系進学推進セミナーについて 

 
日時：平成２２年１１月１３日（土）１３：００から１６：１５ 
場所：野依記念物質科学研究館 
主催：名古屋大学男女共同参画推進専門員会、名古屋大学男女共同参画室、あいち男女

共同参画社会推進・産学官連携フォーラム（愛知県、名古屋市、愛知県経営者協

会、名古屋大学） 
 
○特別講演 
 大島 まり  東京大学情報学環・生産技術研究所教授 
  「拡がるエンジニアリングと研究の魅力」 
 森  郁恵  名古屋大学大学院理学研究科教授 
  「１ミリの生物の研究から脳のしくみに迫る」 
 平林 智子  名古屋大学大学院工学研究科助教 
  「バイオメカニクスと私」 
 
特別講演終了後、女子中高生には、ポスターガイダンスの時間を設け、ポスター発表の

聴き方、見方のポイントの説明を行った。 
 
○ポスターセッション 

若手女性研究者２９名によるポスターセッションを行い、はじめは緊張気味の女子

中高生もあちらこちらで積極的なやり取りを繰り広げていた。 
その後行われた投票により、濵口総長から総長賞が得票数上位３名に授与された。 

【総長賞授与者】 
中尾 早織（大学院工学研究科博士課程前期課程 1年） 

綾部 慈子（生命農学研究科博士研究員） 

池田 真由子（生物機能開発利用研究センターCOE研究員） 
 
○参加者 
 若手女性研究者サイエンスフォーラム ６０名 
 女子中高生理系進学推進セミナー ６２名（女子中高生、保護者、教師） 
 
○アンケート 
「また次回参加したい」 
「理系へ進みたいと思いました。」 
「今まで以上に理系のことが好きになりました。」 
「女子でも理系でこんなに頑張れるのだと知ることができ、良かったです。」 

等々の意見が寄せられた。 



資料１０ 
太陽地球環境研究所創設 20 周年記念行事について 

 

太陽地球環境研究所は、太陽地球系の構造とダイナミックな変動を研究する全国でただ一つの共

同利用研究所であり、室内実験や地上・人工衛星観測、さらにはこれらデータと理論・モデリング

手法を組み合わせ、太陽からのエネルギーが引き起こす変動を定量的に解明しています。同研究所

は、１９９０年６月に設立され、今年度で創設２０周年を迎えることとなり、このほど記念行事を

開催しました。 

 

日時：平成２２年１１月１１日（木）から１１月１３日（土） 

場所：野依記念学術交流館 

 

平成２２年１１月１１日（木） 

○創設２０周年記念式典 

開会にあたって 松見  豊（太陽地球環境研究所長） 

式辞       濵口 道成（名古屋大学総長） 

祝辞      森田 正信（文部科学省研究振興局学術機関課長） 

西田 篤弘（宇宙科学研究所名誉教授） 

津田 敏隆（地球電磁気・地球惑星圏学会 会長、京都大学生存圏研究所長） 

 

○創設２０周年記念シンポジウム（１日目） 

「太陽地球環境研究所のこれまでの歩みとこれから」をテーマに元所長など８名の関連教員によ

る招待講演を開催 

國分  征（元太陽地球環境研究所長） 

上出 洋介（元太陽地球環境研究所長） 

藤井 良一（名古屋大学理事・副総長、元太陽地球環境研究所長） 

岩坂 泰信（金沢大学環日本海域環境研究センター特任教授） 

櫻井  隆（国立天文台副台長） 

荒木  徹（京都大学名誉教授） 

佐藤 夏雄（国立極地研究所副所長） 

村木  綏（甲南大学理工学部教授） 

 

○創設２０周年記念祝賀会 

太陽地球環境研究所に、かつて在籍していた教職員、関係者ら約８０名の参加を得て、創設２０

周年記念祝賀会を開催 

 

平成２２年１１月１２日（金） 

○創設２０周年記念シンポジウム（２日目：午前） 

「太陽地球環境研究所の研究活動」について、松見所長ほか５名の教授から現在の研究活動状況

について報告 

太陽地球環境研究所の現状 松見 豊（太陽地球環境研究所長） 

大気圏環境部門研究紹介 水野 亮（太陽地球環境研究所教授） 

電磁気圏環境部門研究紹介 塩川 和夫（太陽地球環境研究所教授） 

太陽圏環境部門研究紹介 伊藤 好孝（太陽地球環境研究所教授） 

総合解析部門研究紹介 菊池 崇（太陽地球環境研究所教授） 

ジオスペース研究センター紹介 荻野 瀧樹（太陽地球環境研究所教授） 



 

○創設２０周年記念シンポジウム（２日目：午後） 

「太陽地球環境科学の将来と研究所に期待すること」をテーマに８名の関連教員が、太陽地球環

境科学の将来的展開とその中で研究所に期待することについて講演 

梶井 克純（首都大学東京都市環境学部教授） 

塩谷 雅人（京都大学生存圏研究所教授） 

湯元 清文（九州大学宙空環境研究センター長） 

常田 佐久（国立天文台教授） 

宗像 一起（信州大学理学部教授） 

星野 真弘（東京大学理学系研究科教授） 

中村 正人（宇宙科学研究所教授） 

村田 健史（情報通信研究機構電磁波計測研究センター宇宙環境計測グループグループリーダー） 

 

平成２２年１１月１３日（土） 

○創設２０周年記念一般講演会「太陽とオーロラの謎を解く」 

一般市民を対象とした記念講演会を開催し、会場の定員を超える約２３０名が参加 

「オーロラの謎」 赤祖父 俊一（アラスカ大学国際北極圏研究センター名誉教授） 

「太陽の謎 ガリレオから未来へ」草野 完也（太陽地球環境研究所教授） 

 

 

 

 



○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

6日（月）、
27日（月）

役員会

21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）

1日（水） 教授会（法学部・法学研究科、医学部・医学系研究科、環境学研究科）

8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）
研究科委員会（教育発達科学研究科）

15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、国際開発研究
科、国際言語文化研究科）

22日（水）
教授会（情報文化学部、農学部・生命農学研究科、多元数理科学研究科、情報科学研究
科、太陽地球環境研究所、エコトピア科学研究所、総合保健体育科学センター）

24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）

名古屋大学　平成22年12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

10月5日（火）
～12月28日（火）
（日・月曜日休
館）

博物館企画展
「恐竜たちがやってきた
－化石から学ぶ過去の生物多様
性－第2弾」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「古生代の海と陸の生物」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月1日（月）
～1月7日（金）
（土・日曜日休
館）

博物館野外観察園展示
「名大の蛾～秋編～」

場所：野外観察園セミナーハウス
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月3日（水）
～12月18日（土）
（日・月曜日休
館）

第20回博物館企画展
キタン－名古屋高等商業学校/名
古屋大学経済学部－創立90周年
記念展

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「響け！“創統の鐘” －名高商から名大経済学部への
90年－」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月26日（金）
国際言語文化研究科
国際シンポジウム

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：15：00～18：00
テーマ：「試練と可能性のメディア－それでも君はジャーナリス
トを目指すか－」
講演者：ティモシー・マジョリバンクス氏（メルボルン大学准教
授）、崔　英宰氏（翰林大学准教授）、中村登志哉（国際言語
文化研究科教授）
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　中村登志哉
052-789-5326

11月26日（金）
第10回赤﨑記念研究センター
シンポジウム

場所：ホテルルブラ王山
時間：10：20～17：00
テーマ：「窒化物半導体研究の新展開：新規デバイスの創出を
めざして」

工学研究科
技術補佐員　磯輪祐子
052-789-5455

11月27日（土）
東海がんプロフェッショナル養成プ
ラン　平成22年度放射線治療セミ
ナー

場所：名鉄ニューグランドホテル
時間：13：00～16：00
テーマ：「ここまで来た最先端放射線治療」
講演題目：「重粒子線治療の現状と将来展望」
講演者：辻　比呂志氏（放射線医学総合研究所室長）
講演題目：「高精度放射線治療の現状と技師・物理士の役割」
講演者：奥村雅彦氏（近畿大学医学部附属病院技師係長）
定員：100名
対象：医療従事者、学生
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
がんプロフェッショナル事務局
052-744-1981

11月27日（土）
先端加速器
科学技術推進シンポジウム2010
 in 名古屋

場所：栄ガスビル5階ガスホール
時間：13：30～17：00
テーマ：「『宇宙の謎に挑む 日本の貢献』Bファクトリーからリニ
アコライダーへ」
講演者：飯嶋　徹（素粒子宇宙起源研究機構現象解析研究セ
ンター長）、鈴木厚人氏（高エネルギー加速器研究機構機構
長）、益川敏英（素粒子宇宙起源研究機構機構長）、高柳雄一
氏（多摩六都科学館館長）
定員：250名
参加費：無料

素粒子宇宙起源研究機構
特任准教授　早坂佳司
052-789-2454



11月27日（土）
博物館
秋の野外実習

場所：博物館、野外観察園セミナーハウス
時間：10：00～15：00
テーマ：「ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵」
内容：林の中でドングリや木の実を採取後、本物の石器を使っ
て縄文時代の料理を作る
定員：20名
対象：小学5年生以上（保護者同伴可）
参加費：300円

博物館事務室
052-789-5767

11月27日（土）、
12月25日（土）、
1月15日（土）、
1月22日（土）

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサークル

場所：博物館3階講義室
時間：10：00～12：00
定員：15名

博物館事務室
052-789-5767

11月27日（土）、
12月11日（土）、
12月25日（土）、
1月8日（土）、
1月22日（土）

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルアート講座

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

11月30日（火）
附属図書館友の会トークサロン
第22回ふみよむゆふべ

場所：附属図書館5階多目的室
時間：18：00～19：30
講演題目：「『老子』の誕生と歴史」
講演者：神塚淑子（文学研究科教授）
参加費：無料

附属図書館
友の会事務局
052-789-3666

11月30日（火） 第93回招へいセミナー

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：18：30～20：00
講演題目：「大学を担う学習者のコミュニティを求めて－大学
職員の実践事例から－」
講演者：水谷早人氏（大学行政管理学会副会長・日本福祉大
学学生支援部長）

高等教育研究センター
研究員　西原志保
052-789-5696

11月30日（火）

グローバルＣＯＥプログラム「地球
学から基礎・臨床環境学への展
開」
【都市の木質化プロジェクト】セミ
ナー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：15：00～20：00
テーマ：「伊勢湾流域圏における『栗駒・天然住宅モデル』の可
能性」
定員：100名
参加費：無料

生命農学研究科
准教授　山崎真理子
052-789-4146

11月30日（火）
～12月1日（水）

第10回日独共同セミナー

場所：ミュンスター大学（ドイツ）
時間：9：30～
内容：日本学術振興会とドイツ研究振興協会による日独共同
大学院プログラム「複雑系機能物質の化学に関する共同指導
プログラム」で定期的に開催

物質科学国際研究センター
052-789-5907

12月1日（水）

エコトピア科学研究所
再生可能資源活用による低炭素
社会実現に関する研究（201プロ
ジェクト）特別講演会

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：13：00～17：00
テーマ：「小水力エネルギーの有効利用－小型水車の開発と
設置事例－」
講演題目：「エコ水車の開発と普及」
講演者：池田敏彦氏（信州大学教授）
講演題目：「ナノ水力発電ユニットの高性能技術の開発」
講演者：飯尾昭一郎氏（信州大学助教）
講演題目：「施設内設置事例と法令手続」
講演者：稲垣守人氏（株式会社東京発電水力事業部部長）
参加費：無料

エコトピア科学研究所
教授　内山知実
052-789-5187



12月2日（木）
国際環境人材育成プログラム
国際フォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～17：30
テーマ：「国際環境人材育成のための高等教育の課題と人的
ネットワークの構築」
参加費：無料

国際環境人材育成プログラム
事務室
052-747-6496

12月2日（木）
第38回大幸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：「地域ぐるみで行う禁煙支援」
講演者：谷口千枝氏（名古屋医療センター）
対象：学部生、大学院生、医療従事者、一般
参加費：無料

医学部保健学科ＧＰ事務室
052-719-3158

12月2日（木）
ビジネス人材育成センター
第3回イノベーション創出若手研究
人材養成シンポジウム

場所：東京国際フォーラムホールD5
時間：13：00～18：00
テーマ：「博士人材の未来とその期待」
参加費：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

12月2日（木）、
1月19日（水）

第65回、第66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：「1960年と2010年のチリ沖地震津波について」
(12/2)
講演者：今村文彦氏（東北大学教授）
講演題目：「私の体験的危機管理－阪神・淡路大震災と新型
インフルエンザ広報経験から－」(1/19)
講演者：桜井誠一氏（神戸市役所）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

12月3日（金） 第20回理学懇話会

場所：野依記念物質科学研究館講演室
時間：17：00～19：30
テーマ：「未知なる結晶格子の数理」
講演題目：「数学で結晶格子を探そう」
講演者：内藤久資（多元数理科学研究科准教授）
講演題目：「五角形の雪はつくれるか」
講演者：松本正和氏（岡山大学准教授）
定員：120名
参加費：無料

理学部・理学研究科庶務掛
052-789-2394

12月3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」
化学系セミナー

場所：野依記念学術交流館2階講演室
時間：16：30～18：00
講演題目：「キラルジエン配位子」
講演者：林　民生氏（京都大学教授）
参加費：無料

ＧＣＯＥ事務局
gcoe-office@chem.nagoya-
u.ac.jp



場所：博物館3階講義室
時間：13：00～14：30
講演題目：「桜山校舎で過ごした青春時代」
講演者：澤木秀夫氏（元株式会社丸栄社長）、岡田邦彦氏（株
式会社大丸松坂屋百貨店相談役）
参加費：無料

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：30
講演題目：「古生代の生命：節足動物の成功への軌跡」
講演者：鈴木雄太郎氏（静岡大学教授）
参加費：無料

12月4日（土）
～12月5日（日）

国際言語文化研究科
連続シンポジウム
「境界の消失と再生」
シンポジウムおよびワークショップ

場所：愛知県立芸術大学合奏棟大合奏室
時間：14：00～
テーマ：「現代音楽の諸相－マイケル・シェリー氏（作曲家 バト
ラー大学教授）、ゼイン・メリット氏（ギタリスト）、佐々木みほ氏
（ピアニスト）を迎えて－」
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　藤井たぎる
052-789-4796

12月4日（土）、
12月18日（土）

［博物館友の会会員向け］
「達人（研究者）と話そう
人と自然の共生－技術の視点で
－」

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「食料供給の近道、農村の活性化・持続化」(12/4)
講演者：竹谷裕之（本学名誉教授）
講演題目：「ヒトに役立つ微生物、ヒトを困らす微生物」(12/18)
講演者：大宮邦夫氏（元三重大学教授）
定員：70名
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

12月4日（土）、
12月18日（土）、
1月22日（土）、
2月5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：経済学部カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
講演題目：「母なる星 太陽の不思議な素顔」(12/4)
講演者：草野完也（太陽地球環境研究所教授）
講演題目：「歴史問題と国際歴史教科書対話－独仏関係を中
心に－」(12/18)
講演者：近藤孝弘（教育発達科学研究科教授）
講演題目：「健康つくりとICT（情報通信技術）」(1/22)
講演者：水野正明（医学系研究科准教授）
講演題目：「統治技術の変化が意味するもの：国家による監視
は問題か？」(2/5)
講演者：大屋雄裕（法学研究科准教授）
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

12月5日（日）
～12月6日（月）

グローバルCOEプログラム「地球
学から基礎・臨床環境学への展
開」
気候と環境に関する南京大学・名
古屋大学ワークショップ第2回

場所：環境総合館1階レクチャーホール（予定）
時間：9：30～18：00
内容：南京大学と本学による合同ワークショップ。気候や環境
について合同セミナーや研究分野別会合を開催の予定

GCOE事務室
052-747-6521

12月6日（月）
第10回遺伝子実験施設
公開セミナー

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：13：30～17：00
テーマ：「未来を拓くイネ研究」
講演題目：「イネ大規模突然変異系統群を用いた有用遺伝子
同定にむけて」
講演者：寺内良平氏（岩手生物工学研究センター）
講演題目：「花成ホルモン（フロリゲン）の構造と分子機能に迫
る」
講演者：島本　功氏（奈良先端科学技術大学院大学）
参加費：無料

遺伝子実験施設
052-789-4527

12月4日（土） 博物館特別講演会
博物館事務室
052-789-5767



12月7日（火）
高等教育研究センター
第54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
時間：16：30～18：00
講演題目：「北京大学における元培プログラムの意義－大学
生の学習を促進するための一般教育改革－」
講演者：陳　向明氏（北京大学教授）
参加費：無料

高等教育研究センター
研究員　西原志保
052-789-5696

12月7日（火）、
12月21日（火）

環境学研究科都市環境学専攻
建築学総合セミナー

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：16：30～19：00
講演題目：「リファイン建築の現在」(12/7)
講演者：青木　茂氏（首都大学東京教授）
講演題目：「地域づくりとアート」(12/21)
講演者：北川フラム氏（株式会社アートフロントギャラリー）
参加費：無料

環境学研究科建築事務室
052-789-5233

12月9日（木）
東海地区大学図書館協議会
研修会

場所：附属図書館5階多目的室
時間：13：30～16：30
講演題目：「実践で役立つレファレンス・ツール－国立国会図
書館提供ツールを中心に－」
講演者：兼松芳之氏（国立国会図書館）

附属図書館情報管理課
052-789-3666

12月10日（金）
～12月11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11回国際研究集会

場所：文学部1階大会議室(12/10)、文系総合館7階カンファレ
ンスホール(12/11)
時間：16：00～18：00(12/10)、10：30～17：15(12/11)
テーマ：「文献学と解釈学の間」
参加費：無料

GCOE事務室
052-747-6450

《公開講演会》
場所：野依記念学術交流館カンファレンスホール
時間：13：30～16：30
テーマ：「地球水循環研究のフロンティア」
参加費：無料

《創設10周年記念式典》
場所：野依記念学術交流館
時間：17：00～18：00
内容：式典、記念講演

12月13日（月） 著作権講習会

場所：附属図書館5階多目的室
時間：13：30～15：30
講演者：黒澤節男氏（九州芸術工科大学教授）
参加費：無料

附属図書館情報システム課
052-789-3686

12月14日（火）
教育発達科学研究科
高等教育マネジメント分野創設10
周年記念シンポジウム

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：14：00～17：00
講演者：山本眞一氏（広島大学）、金子元久氏（国立大学財
務・経営センター）、潮木守一氏（桜美林大学）、今津孝次郎
（本学名誉教授）、胡　建華氏（南京師範大学）
参加費：無料

教育発達科学研究科
教授　伊藤彰浩
052-789-2623

12月11日（土）
地球水循環研究センター
創設10周年記念式典／公開講演
会

地球水循環研究センター
研究協力事務室
052-789-3466



12月15日（水）、
1月19日（水）、
2月24日（木）

しんきん環境事業イノベーション
寄附講座
第8回、第9回、第10回企業経営者
向けゼミナール

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：15：00～17：00
講演題目：「原子力は本当に安全・安心に利用できるエネル
ギー源なのか？」(12/15)
講演者：倉田　聡氏（中部電力株式会社）
講演題目：「最近の資源エネルギー状況」(1/19)
講演者：大澤一雄氏（伊藤忠商事株式会社）
講演題目：「リチウムイオン電池の現状」(2/24)
講演者：佐野　充（環境学研究科教授）
参加費：無料

しんきん環境事業イノベーショ
ン寄附講座
052-747-6550

12月16日（木）
高等教育研究センター
国際化拠点整備事業
教授法研修

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：30～16：30
テーマ：「教員として留学生にどう接するか－授業や研究指導
を通して」
対象：本学教員、非常勤講師、名誉教授

高等教育研究センター
准教授　近田政博
052-789-5692

12月17日（金） 第3回医学・バイオ系知財フェア

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～18：00
講演題目：「医薬品の研究開発の問題点」
講演者：宮本政臣氏（生化学工業株式会社）
講演題目：「アカデミアにおける医薬品・医療機器開発」
講演者：直江知樹（医学系研究科教授）
参加費：無料

医学部・医学系研究科
経営企画課研究協力掛
052-744-2429

12月19日（日） 和式馬術供覧

場所：教育学部附属中学・高等学校運動場
時間：13：00～
内容：流鏑馬などの披露、体験乗馬
参加費：無料
（※10月31日開催予定を、台風によるグランドコンディションの
悪化により延期）

博物館事務室
052-789-5767

12月21日（火） 経済学研究科セミナー

場所：経済学研究科2階第1会議室
時間：13：00～14：30
講演題目：「当面の景気展望：就職市場を巡る環境と併せて」
講演者：竹内淳一郎氏（日本経済研究センター）
参加費：無料

経済学研究科
教授　家森信善
052-789-4935

12月22日（水）
経済学研究科
課題設定型ワークショップ
「ゲーム理論とその応用」

場所：経済学研究科2階第1会議室
時間：16：30～18：00
講演者：渡辺安虎氏（ノースウエスタン大学）
参加費：無料

経済学研究科
准教授　花薗　誠
052-789-4932

12月22日（水） 理系女子学生エンカレッジ交流会
場所：豊田講堂シンポジオンホール
時間：16：00～18：00
参加費：無料

男女共同参画室
052-789-5987

12月24日（金）
平成22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：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13：00～16：00
内容：自然災害に対する知識や技術の習得などによる防災対
応能力の向上、災害時のボランティア活動など地域の防災向
上に貢献できる防災リーダーの育成を図る。
対象：高校生

環境学研究科
教授　福和伸夫
052-789-3757



12月24日（金）

ミクロの探検隊
「植物のからだ：腎臓や粘膜など
の組織を電子顕微鏡や光学顕微
鏡で見てみよう！」

場所：医系研究棟2号館1階超微形態研究室
時間：13：00～16：00
定員：20名
対象：小学校5年生から一般
参加費：50円

博物館事務室
052-789-5767

12月26日（日）
名古屋公共経済学・マクロ経済学
コンファレンス2010

場所：経済学部2階第1会議室
時間：10：00～18：15
講演者：玉井寿樹氏（近畿大学）、宮澤和俊氏（同志社大学）、
山本庸平氏（カナダ・アルバータ大学）、篠崎　剛氏（東北学院
大学）、齊藤　誠氏（一橋大学）

経済学研究科
准教授　安達貴教
052-789-5962

1月11日（火）
～2月5日（土）、
3月8日（火）
～4月9日（土）

ボタニカルアート作品展

場所：博物館2階展示室、野外観察園セミナーハウス
時間：10：00～16：00
内容：1月11日から2月5日までをⅠ期としてサークル作品を中
心に展示、3月8日から4月9日までをⅡ期として東海林富子氏
の作品を中心に展示
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

1月12日（水）

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」
生物化学ミニシンポジウム

場所：野依記念物質科学研究館
時間：9：30～17：30

ＧＣＯＥ事務局
gcoe-office@chem.nagoya-
u.ac.jp

1月15日（土）
～1月16日（日）

平成23年度
大学入試センター試験

場所：東山キャンパス他
学務部入試課
052-789-2184

1月18日（火）

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」
講義［社会と科学］

場所：野依記念物質科学研究館2階講演室
時間：10：30～12：00
講演題目：「世界の将来を担う中国の研究者たち：夢と現実」
講演者：高　清志氏（天津大学教授）
参加費：無料

ＧＣＯＥ事務局
gcoe-office@chem.nagoya-
u.ac.jp

1月29日（土）
博物館コンサート
アイルランド音楽紀行

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
内容：アイルランドのダンス音楽、民謡などの演奏とアイルラン
ド音楽の楽器解説
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月25日（金）
～2月26日（土）、
3月12日（土）

平成23年度
一般選抜個別学力検査

前期日程：2月25日、26日
後期日程：3月12日

学務部入試課
052-789-5765

3月1日（火）
教育学部附属高等学校
卒業式

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

3月25日（金） 名古屋大学卒業式
場所：豊田講堂
時間：10：00～（予定）

学務部学務企画課
052-789-2159




