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平成２２年度 第８回教育記者会懇談会 

 

 

１ 日本学士院新会員について（資料１） 

 

２ 国際協力機構（JICA）との包括的連携協力協定の締結について（資料２） 

 

３ グリーンモビリティ連携研究センターの設置について（資料３） 

 

４ 寄附講座の設置について（資料４） 

 

５ 赤﨑賞の創設について（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 

日本学士院新会員について 

 
 本学の益川敏英素粒子宇宙起源研究機構長、小林 誠特別教授及び飯島澄男

特別招へい教授が、日本学士院新会員として選定されました。 

 日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇し、学術の発達に寄与するた

め必要な事業を行う機関であり、会員は学術で顕著な功績を修めた科学者から

選ばれ、終身任期の国家公務員特別職の身分が付与されます。現在、会員は、

人文科学部門で 63 名、自然科学部門で 75 名の計 138 名です。 

 

 

【専門及び研究成果】 

益川敏英 素粒子宇宙起源研究機構長  

専門：物理学 

研究課題：「CP 対称性の破れ」の原因を解明した。 

 

小林 誠特別教授 

専門：物理学 

研究課題：「CP 対称性の破れ」を理論的に説明した。 

 

飯島澄男 特別招へい教授 

専門：物質科学 

研究課題：結晶中の原子の撮影に成功。また､カーボンナノチューブを発見した。 

 

 



資料２ 

平成 22 年 12 月 

 

国際協力機構（ＪＩＣＡ）との包括的連携協力協定を締結 

 

12 月 1 日（水）、本学は国際協力機構（ＪＩＣＡ）との間で連携協定を締結し、12 月 3 日（金）、

本部 1 号館総長応接室において協定書の交換が行われました。当日は、本学から濵口総長他関係

職員が、ＪＩＣＡからは、大貝隆之ＪＩＣＡ中部国際センター所長他関係職員が出席しました。 

総長からは、国際開発の分野で、本学は特に人づくりの点で大きく貢献してきたと自負してお

り、今後もＪＩＣＡとの連携協力は重要性を増していくと考える旨の挨拶がありました。大貝所

長からは、中部国際センターが来年創立 50 周年を迎えるが、その歴史の中で培われてきた本学と

の連携協力を高く評価しているとの挨拶がありました。引き続き、今後の連携協力に関する課題

等について意見交換が行われ、最後に、調印された協定書が取り交わされました。 

現在、ＪＩＣＡは日本国内 17 大学との間で連携協定を締結しており、今回の締結はそれに次ぐ

協定になります。開発途上国で開発援助を実施するＪＩＣＡは、専門家を派遣して該当国におけ

る地域開発、制度整備を支援している他、途上国から研修員を受け入れており、特に中部地域で

は、ものづくりや地元産品を活用した地域活性化や地域開発、生物多様性を活かした取り組み等

について技術指導を行っています。 

本学とＪＩＣＡとの間では、ウズベキスタンにおける「企業活動の発展のための民事法令およ

び行政法令の改善プロジェクト」、ケニア、ウガンダ、タンザニアにおける「アフリカ人造り拠点

プロジェクト」及びネパールにおける「ネパール王国の農林水産業における JICA 技術協力評価」

の各プロジェクト実施の他、法制度整備支援、天然資源・農産物管理や環境分野における研修事

業の受託や各種プロジェクトへの専門家派遣において、本学の専門性、ネットワークを活かした

協力関係を構築しています。 

今回の包括的な協定締結により、両機関の連携協力が更に深く、強いものとなり、開発途上国

に対する、我が国高等教育機関の有する知と技術を活用した支援が一層充実することや、大学教

育における国際協力の意義、重要性等の再認識に貢献し、国づくりの将来の担い手を育成する機

会につながることが期待されています。 

 

協定書の交換 



資料３ 

「名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター」の設置について 

 

 

1. 趣旨 

環境への負荷が少なく、安全かつ安心な交通手段及びシステム（以下「グリーンモビリ

ティ」という。）に関するグリーンイノベーションは、我が国にとって喫緊の課題である。

このイノベーションの実現には、産学官連携及び国際連携のもと、革新的技術を創出する

ための研究開発を促進し、当該分野を先導する研究者等の人材育成を進め、グリーンモビ

リティに関する世界的研究拠点を形成する必要がある。上記課題に対し、迅速かつ強力に

対応していくため「名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター」(以下「センター」

という。)を設立する（資料参照）。 

 

2. 必要性 

東海地域は、世界有数の輸送機産業集積地である。この輸送機産業の未来を支えるグリ

ーンモビリティに関する学術領域は、材料工学、機械工学、電気工学、情報工学、交通工

学、社会科学等の従来の枠組みを超えた融合研究領域と言える。この融合研究の実践には、

名古屋大学内の部局および専攻を超えたセンターを構築し、さらにセンターを中核拠点と

し、産学連携、学学連携、国際連携を先導することが不可欠である。この融合研究を通し、

グリーンモビリティ分野における世界トップの国際競争力確保への貢献、および、国際的

に活躍できる研究者・技術者の育成が、本地域の基幹大学である名古屋大学の役割と言え

る。 

現在までに、名古屋大学においては、工学研究科およびエコトピア科学研究所が中心と

なり、平成 21 年度経済産業省先端イノベーション拠点創出事業（「グリーンビークル材料

研究開発拠点」）を獲得している。平成 22 年度内に研究棟を開所し、プロジェクト研究を

開始する必要がある。また、設置申請部局（工学研究科、エコトピア科学研究所、環境学

研究科、情報科学研究科、経済学研究科）において、グリーンモビリティ関連研究、およ

び、その人材育成を進めてきた実績もある。また、趣旨に掲げたイノベーションを実現す

るため、オール名大体制での研究および人材育成に係わる取り組みが産業界、地方自治体、

国内外の大学・研究機関からも強く求められている。 

以上より、本センターを早期に設置し、体制の構築を行うとともに、上記研究の推進、

および、上記人材の育成を行う必要性がある。 

 

3. 組織・業務 

  (1) センターに、研究・運営組織として、運営統括室、研究開発部門、人材育成部門等を

置く。 

 

(2) センターは、革新的なグリーンモビリティ研究および人材育成に関する業務を行う。 

 

 



(3) センターに、センター長、その他必要な職員を置く。 

 

(4) センターに、運営委員会を置き、センターにおける研究の実施、センターの運営、共

同研究の実施、知財管理等に関する重要事項を審議する。 

 

(5) 学内関連部局 

   工学研究科、エコトピア科学研究所、環境学研究科、情報科学研究科、経済学研究科

等と連携する。 

 

(6) 学外との連携 

 名古屋工業大学、豊橋科学技術大学、三重大学、岐阜大学、名城大学、中部大学、産業

技術総合研究所、愛知県（知の拠点）、名古屋市、岐阜県、三重県、中部 TLO、科学技術

交流財団、関連民間企業等と連携協力をする。 

 また、ベルリン工科大学（独国）、ドルトムント工科大学（独国）、ダルムシュタット

工科大学（独国）、ミュンヘン工科大学(独国)、カイザースラウテルン大学（独国）、ア

ーヘン工科大学（独国）、マックスプランク研究所（独国）、フラウンホーファー研究所

（独国）、ノースウエスタン大学（米国）、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（米国）、

ワシントン大学（米国）、カリフォルニア大学デービス校（米）、ミシガン大学（米国）、

カロリンスカ研究所（スウェーデン）、ウプサラ大学（スウェーデン）、シャルマース大学

（スウェーデン）、国立科学センター（仏国）、ベルフォール・モンベリアール工科大学（仏

国）、リーズ大学（英国），ロンドン大学（英国）、ウォリック大学（英国）、清華大学（中

国）、上海交通大学（中国）、ウィンザー大学（加国）、チュラロンコン大学（タイ）、韓

国生産技術研究院（韓国）、イスタンブール工科大学（トルコ）等と国際連携協力をする。 

 

 (7) 事務処理は、関係部署の協力を得て、工学部・工学研究科事務部において処理する。 

 

4. 将来構想・期待される成果 

 (1) グリーンモビリティ創出のための「ハイリスク基礎研究」への取組 

グリーンイノベーションを実現するためには、ハイリスクな研究への取り組みが不可欠

である。産業界はもとより、本ミッションは名古屋大学が先導し、国際競争力の確保が実

現する。 

 

  (2) グリーンモビリティ創出のための「産学連携研究」の強化 

社会・国民への成果還元を進める観点から、基礎研究で生み出された科学的発見や技術

的発明が、単に論文にとどまることなく社会的・経済的価値創造に結びついていくことが

不可欠である。このため、本研究センターでは、グリーンモビリティ分野での革新的技術

を生み出すことに挑戦する研究開発を進める。また、当該分野を担う科学者および技術者

の産学協働による育成が図れる。（科学技術イノベーションの実践）。  

 



  (3) グリーンモビリティ創出のための「先端的融合領域研究拠点」の形成 

イノベーションは新たな融合研究領域から創出されることが多い。特に、自動車分野で

は、基礎から実用化フェーズまで一貫した融合領域研究開発が重要である。現在、名古屋

大学に分散しているグリーンモビリティ関連研究者を本センターに結集させ、研究者相互

間のシナジー効果を誘発することにより、世界を先導する先端的なグリーンモビリティ融

合研究の拠点形成が図れる。 

 

  (4)「個性・特色」を活かした拠点形成と「グローバル化」  

自動車産業は、東海地域の主産業である。名古屋大学は、本地域の中核大学として、技

術課題の解決や新技術創出の創出、産業協働による人材育成、地域大学との連携、世界の

大学との連携を行い、本地域活力の好循環を促すことができる。 

 

  （5）グリーンモビリティに係わる「人材育成」 

現場主義の日本のものづくりは、その英知は現場に偏在しがちである。そうした英知を

世界に通用する説得力ある理論に昇華し、社会人を対象にグリーンモビリティに関する技

術と日本のものづくりマネジメントの英知を融合して教育することによって、グリーンイ

ノベーションに関わる必要な理論と実践的知識・手法を習得した人材、さらにはグローバ

ルな視野でグリーンイノベーションを実践し、グリーンモビリティに関する技術と日本の

ものづくりマネジメントの英知を世界に展開する人材が育成される。 

また、産業界に散見される細分化された技術領域内における教育のみでは、今後のもの

づくり技術の進化が期待できないという領域もすでにある。このため、本センターが、学

の強みを活かし、産業界では推進し難い教育を実践することにより、当該領域における研

究者・技術者の育成を図ることができる。 

 

(6) 我が国が先導する「国際標準化戦略」 

グリーンモビリティ関連技術は、燃料電池/電気自動車、予防安全、環境/エネルギー、

ITS 等、国際標準化基準が、実質的な競争力に直結する。本研究センターでは、基礎レベ

ルから産学連携研究を進めることにより、国際標準化戦略の迅速な構築と設定へ向けた国

際機関への早期働きかけを実現することができる。 

 

5. その他 

センターは、平成 22 年度内に事業を開始する必要があるため、当分の間、学内要項で早期に設

置し(平成 23 年 1 月 1日予定)、詳細な部門構成、業務内容、体制等の構成が整った時点で、名古

屋大学教育研究組織規程（平成 16 年度規程第 1 号）第 10 条第 1 項に規定する学内共同教育研究

施設等として設立する。 
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名古屋⼤学
グリーンモビリティ連携研究センター設置

⼯学研究科・エコトピア科学研究所
情報科学研究科・環境学研究科

経済学研究科

名古屋⼤学の最先端グリーンモビリティ・エンジニアリングに係わる英知を集約し，グリーンモビリティ研究グループを構成。環
境・エネルギー・安全・安⼼・ロボティックス・制御システムに関する世界的な研究を先鋭化するとともに学外連携、⼈材育成を
通し，広く社会に還元できる世界トップのグリーンモビリティ拠点を構築。

⼯学研究科

グリーンモビリティ連携研究センター

電池・軽量化・燃料・スマート
リサイクル・触媒・モ タ

名古屋⼤学グリーンモビリティ連携研究センター 概要

材料バックキャストテクノロジー
研究センター

外部資⾦

研究開発拠点
各部局の教育ポテンシャルを効率的に活⽤

研究開発⼈材育成

環境学研究科

リサイクル・触媒・モータ
低環境負荷型プロセス・ 燃焼・
バイオマス・パワートレイン・
組み込みシステム・空⼒特性・

安全性・制御・インターフェース・
ロボティクス・交通事故ゼロ化・
ITS・新交通システム・ヒューマン
ファクター・排出権・税制 など

産学連携学学連携 国際連携

交通・都市国際研究センター

組込みシステム研究センター

情報科学研究科

エコトピア科学研究所 グリーンビークル
材料研究開発拠点

・・・・・・・・
・・・・・・拠点

将来への展開

H23.3

各部局の連携資源を効率的に活⽤

⼤型国家プロジェクトの推進

経済学研究科
学外連携

国際⼈材育成

ものづくり⼈材育成
ビジネス⼈材育成
⾼度IT⼈材育成
⼈材の再教育（社会⼈向け）

⾃動⾞⼯学国際コースへの⽀援
サマープログラム（NUSIP）への⽀援

優秀な人材を世界から名古屋に！
名古屋から世界に！

グリーンモビリティ研究所等

将来展開

世界NO.1拠点
環境・⼈に優しいに

モビリティ技術の発信

イノベーションの創出
All Japanの司令塔として
2025年の新規産業創出

グローバルな⼈材育成による
国際貢献

ものつくり⼈材育成による
社会貢献

国内外の
⼤学と連携

国内外の
企業と連携
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研究センター設置の必要性（連携強化による研究推進・⼈材育成）

アジア
EU 北⽶

20を超える国際連携機関

グリーンモビリティ
連携研究センター

名古屋⼤学

地域に密着した
グローバル産学連携研究開発拠点
次世代⼈材育成・⼈材再教育

ITS
交通事故ゼロ化

スマートコミュニティ
都市交通システム

国際標準化
税制
など

空⼒特性
組み込みソフト
ロボティクス

スマートグリッド
燃焼、パワートレイン

など

産業界

⼤学・公的研究機関 地⽅⾃治体

愛知県・岐⾩県
三重県・名古屋市等

産総研中部センター等

超軽量化技術・電池・リサイクル
レアメタル・アース など

地域結集の産官学中核拠点

研究センター設置の効果
（１）グリーンモビリティ創出のための「ハイリスク基礎研究」への取組

グリーイノベーションを実現するためには、ハイリスクな研究への取り組みが不可⽋である。産業界はもとより、本ミッショ
ンは名古屋⼤学が先導し、国際競争⼒の確保が実現する。

（２）グリーンモビリティ創出のための「産学連携研究」の強化
社会・国⺠への成果還元を進める観点から、基礎研究で⽣み出された科学的発⾒や技術的発明が、単に論⽂にとどまることな

く社会的・経済的価値創造に結びついていくことが不可⽋である。このため、本研究センターでは、グリーンモビリティ分野で
の⾰新的技術を⽣み出すことに挑戦する研究開発を進める。また、当該分野を担う科学者および技術者の産学協働による育成が
図れる （科学技術イノベーションの実践）図れる。（科学技術イノベ ションの実践）。

（３）グリーンモビリティ創出のための「先端的融合領域研究拠点」の形成
イノベーションは新たな融合研究領域から創出されることが多い。特に、⾃動⾞分野では、基礎から実⽤化フェーズまで⼀貫

した融合領域研究開発が重要である。現在、名古屋⼤学に分散しているグリーンモビリティ関連研究者を本センターに結集させ、
研究者相互間のシナジー効果を誘発することにより、世界を先導する先端的なグリーンモビリティ融合研究の拠点形成が図れる。

（４） 「個性・特⾊」を活かした拠点形成と「グローバル化」
⾃動⾞産業は、東海地域の主産業である。名古屋⼤学は、本地域の中核⼤学として、技術課題の解決や新技術創出の創出、産

業協働による⼈材育成、地域⼤学との連携、世界の⼤学との連携を⾏い、本地域活⼒の好循環を促すことができる。

（5）グリーンモビリティに係わる「⼈材育成」
現場主義の⽇本のものづくりは その英知は現場に偏在しがちである そうした英知を世界に通⽤する説得⼒ある理論に昇華現場主義の⽇本のものづくりは、その英知は現場に偏在しがちである。そうした英知を世界に通⽤する説得⼒ある理論に昇華

し、社会⼈を対象にグリーンモビリティに関する技術と⽇本のものづくりマネジメントの英知を融合して教育することによって、
グリーンイノベーションに関わる必要な理論と実践的知識・⼿法を習得した⼈材、さらにはグローバルな視野でグリーンイノ
ベーションを実践し、グリーンモビリティに関する技術と⽇本のものづくりマネジメントの英知を伝道する⼈材が育成される。

また、産業界に散⾒される細分化された技術領域内における教育のみでは、今後のものづくり技術の進化が期待できないとい
う領域もすでにある。このため、本センターが、学の強みを活かし、産業界では推進し難い教育を実践することにより、当該領
域における研究者・技術者の育成を図ることができる。

（６）我が国が先導する「国際標準化戦略」
グリーンモビリティ関連技術は、燃料電池/電気⾃動⾞、予防安全、環境/エネルギー、ITS等、国際標準化基準が、実質的な

競争⼒に直結する。本研究センターでは、基礎レベルから産学連携研究を進めることにより、国際標準化戦略の迅速な構築と設
定へ向けた国際機関への早期働きかけを実現することができる。
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11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 23年度

経済産業省
グリーンビークル材料研究開発拠点
施設 設備稼働開始

学内要項による
センタ 設置

学内共同教育研究施設へのシームレスな移⾏

施設・設備稼働開始

課題の整理・解決
★部⾨構成の整理
★業務内容の調整
★規程等の整備

研究センター業務の始動
★材料研究 システム研究による融合研究

センター設置

教育研究組織規程に規定する
学内共同教育研究施設等とし
て設置

本格始動の準備
★構成員の調整 ★材料研究・システム研究による融合研究

の本格始動
★⺠間等共同研究の受け⼊れ
★教育プログラムの実施
★グリーンビークル材料研究開発拠点運営

包括的な本格研究のスムーズな始動

★グリーンビークル材料研究開発
拠点運営準備

★共同研究の調整
★教育プログラムの構築



資料４ 

寄附講座等設置概要   
 大 学 等 名 
 (学部・学科等名) 

 名 古 屋 大 学
 （医学系研究科）

 寄附講座等の
 名    称

 消化器疾患先端研究寄附講座 

 設 置 期 間   平成２３年１月１日～平成２５年１２月３１日(新規) 

 
 担 
 
 当 
 
 教 
 
 員 

  職   名  ふ り が な  
 氏   名 

         任  用  期  間 
     （前        職） 

   備  考 

 
  准 教 授 

 いしぐろ  かずひろ 
 石黒 和博 

 平成２３年１月１日～平成２５年１２月３１日 
 (名古屋大学大学院医学系研究科消化器疾患病態論寄附講座 准教授) 

 

 
  助   教 

 まえだ    おさむ 
 前田  修 

 平成２３年１月１日～平成２５年１２月３１日 
 (名古屋大学大学院医学系研究科消化器疾患病態論寄附講座 助教)  

 

 
 寄 附 者 

 寄附者名  ＭＳＤ株式会社代表取締役社長アルバレズ アントニオ ルイス 

 所 在 地  〒102-8667東京都千代田区九段北一丁目13番12号北の丸スクエア 

 
 
 寄 附 金 

 
 寄附金額

 
 総 額  90,000千円 

 寄附の時期
 
 及 び 期 間

 平成22年12月から３年間 
 （H22年12月, H23年12月) 
  (H24年12月) 

 寄附金の
 支払方法

 現金で納入（総額90,000千円を、平成22年12月から30,000千円づ 
 つ３回の分割納入。） 

 
 
 
 
 
 
 
 教育研究 
 
 の 概 要 

  消化器内科分野における難治性の疾患､特に炎症性腸疾患・悪性腫瘍・肝炎 
 /肝硬変などの病態を分子レベルで解明し､その知見を新しい治療方法や検査 
 方法の開発に役立てることが本寄附講座の目的である。 
  炎症性腸疾患に関する研究では、担当予定である石黒和博らは既に以下の 
 ことを解明・達成している。 
 ①腸内細菌が産生する酢酸によるＴ細胞活性化制御。 
 ②ハプテン－タンパク複合体を蛍光観察することができるマウス腸炎モデル 
 作成。 
 ③杯細胞・炎症細胞浸潤を特異的に観察できる腸管粘膜蛍光観察用検査試薬 
 作成。 
 今後これらの知見を発展させ臨床に応用することで炎症性腸疾患に対する新 
 しい治療方法ならびに検査方法を開発することが可能である。更に炎症性腸 
 疾患の病因を特定する試みも検討していく予定である。 
  消化器内科領域における悪性腫瘍は検診の普及により早期発見･早期治療が 
 可能になってきている。しかし､それにもかかわらず胃癌･大腸癌･肝癌・膵癌 
 は日本における主要な死亡原因となっている。悪性腫瘍の病態について分子 
 レベル、遺伝子レベル、遺伝子修飾レベルなど様々な観点から解明してい 
 く。 
  Ｃ型慢性肝炎に対するインターフェロン療法において治療効果の高いgenot 
 ype2型の症例ではリバビリンの投与量を減量させ副作用や治療費を軽減する 
 ことができる一方、1型高ウイルス量の難治例では治療効果が低い。その原因 
 を解明するための研究を名古屋大学消化器内科学講座と共同して行う。また 
 近年、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の増加に伴い肝硬変/肝 
 癌に進展しうる非アルコール性の脂肪肝、non-alcoholic steatohepatitis 
 (NASH)の存在が問題になってきている。このNASHの病態ならびに対策に関す 
 る研究も名古屋大学消化器内科学講座と共同して行っていく予定である。 
  これらの消化器内科分野における難治性疾患に特に焦点を搾り研究を進め 
 ることでそれら病態をより深く解明し､その知見を臨床に応用することで新し 
 い治療方法・検査方法の開発に貢献できる。 

 備   考  平成２２年１１月１７日   医学系研究科教授会承認 
 平成２２年１２月 ８日   設置決定（総長承認） 

 
  
 



資料５

平成 22 年度「赤崎賞」募集要項

1.趣旨

名古屋大学(以下「本学」という。)は. r名古屋大学学術憲章」において杜封包貢献の基本目標
として「先端的な学術研究と咽圏内外で指導的役劃を果たしうる人材の養成とを通じて，人類の福祉
と文化の発展ならびに世界の産業に貢献する。」ことを掲抗日々，学術研究に遁進するとともに，
産学官連携による社会的貢献を推進している。

本学の「赤崎勇」特別教授(以下「赤崎特別教授」という。)は咽青色発光ダイオードの開発友び
その関連研究を，学界はもとより，産学官連携を通じて行うことにより，社会，特に産業界に多大な
貢献をするとともに，現在も多大な影響を与え続けており，その成果は，今日の我々の社会生活が大
いなる繁栄を築く一翼を担っていると言っても過言ではない。
この偉大な耳摘を称え，本学の特に若手研究者に対して，産学官連携を通じた研究開発の重安性と

赤帽特別教授の偉業を広〈伝えるため，優れた研究を行っている若手研究者を顕彰する「赤崎賞」の
制度を創設するものである。

2. 顕彰制度の概要

(1)顕彰虫、埠数友ぴ顕彰内容
・ 顕彰対象数

(個人友ひ団体合わせて) 2件まで
. 顕彰内容

①顕彰対象 1 件につき. r赤崎賞」として正賞(表彰状)を授与し，副賞(賞金50万円)
を贈呈する。

② 顕彰対象となった研究活動等は，本学のホームページ等に掲載し，広く公表する。

(2) 顕彰の対象者

本学に在籍する学部学生若しくは大学院生，文は本学に在職する若手研究者のうち，学術・科

学技術分野で将来的な発展や可能性が期待でき，本学の科学技術水準を内外に知らしめることが

できる研究を行っていると認められる者を顕彰の対象者とし. r赤崎賞」を授与する。

(3) その他

「赤崎賞」は，研究推進友t1U会的貢献を目的として赤崎特別教授から本学へ贈られた寄附金
をもって運営する。

3. 応募資格等
(1)応募資格

次の「個人」又は「団体」で (2) に該当するもの
. 個人の場合

①本学の学部又は研究科の正規の課程に在学する者(修業年限内又は標準修業年限

内に在学している者に限る。)

②本学に在職する教員又は研究員(当該年度の 4 月 1 日時点で 35歳以下の者に限る。)

団体の場合

上言問又は②に該当する者によって構成されている団体

(2) 応募の対象者

実施している研究が，社創包貢献の観点から優れた評価を受けたことがある者若しくは団体，
文は当該研究によって本学の学術・科学技術水準を著しく高めた者若しくは団体
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４．応募方法等 
 （１）各学部の学科又は各研究科の専攻からの他薦を主とするが，部局の長による「赤﨑賞」推薦書

（別記様式第２）を自ら用意できる場合は，自薦も可能とする。 
 
 （２）応募者が提出しなければならない書類は，次のとおりとする。 
    ① 審査の対象となる研究の概要を記載した「赤﨑賞」調査書（別記様式第１） 
      当該調査書には，研究の実績を示した書類（研究論文，著書等の一覧，特許・実用新案等

の知的財産実績の一覧，学会報告実績の一覧，研究に対する受賞歴の一覧及び雑誌，新聞，
学会誌等のメディア掲載等の実績の一覧）を必ず添付すること。 

    ② 個人又は団体の代表者が所属する部局の長による「赤﨑賞」推薦書（別記様式第２） 
      当該推薦書には，推薦理由を記載した書類を必ず添付すること。 
 
 （３）提出された応募書類は，返却しない。 
 
 
５．応募期間等 
 （１）応募期間 
    平成２２年１２月１０日（金）から平成２３年１月２１日（金）まで 
 
 （２）応募書類の提出先 
    〒464-8601 名古屋市千種区不老町 赤﨑記念研究館 ２階 
          名古屋大学 研究協力部 社会連携課 社会連携掛 
                電 話：０５２－７８９－５９６９ 
                ＦＡＸ：０５２－７８８－６１４６ 
                e-mail：shakai@post.jimu.nagoya-u.ac.jp 
 
 （３）応募書類の提出方法 
    郵送又は持参に限る。 
    （注）応募書類提出後に転居，長期不在等となる場合は，上記（２）の研究協力部社会連携課

社会連携掛まで必ず連絡すること。 
 
 
６．審査方法 
  「赤﨑賞」は，赤﨑特別顕彰審査委員会が次の第一次審査及び第二次審査を行い，顕彰の対象とな
る受賞者を決定する。 
  ・ 第一次審査：応募書類に基づく書面審査（平成２３年２月上旬予定） 
  ・ 第二次審査：応募者のプレゼンテーション及び審査委員による質疑応答 

 （平成２３年２月中旬予定） 
 
 
７．審査結果の発表等 
 （１）第一次審査を通過した者には，平成２３年２月中旬までに「赤﨑賞」調査書（別記様式第１）

に記載された電子メールアドレス（以下「アドレス」という。）あてに第二次審査の日程等を通
知する。 

 
 （２）最終的な審査結果については，平成２３年３月上旬までに応募者全員のアドレスあてに通知し，

第二次審査を通過した顕彰の対象者には表彰式等の日程を併せて通知する。 
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資料６

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

11日（火）、
17日（月）

役員会

18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）

5日（水） 教授会（文学研究科）

12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）

14日（金） センター会議（高等教育研究センター）

19日（水）
教授会（法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医学部・医学系研究科、工学
部・工学研究科、国際開発研究科、国際言語文化研究科、情報科学研究科）

21日（金）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科、理学部・理学研究科、環境医学研究所）
研究科委員会（教育発達科学研究科、理学研究科）

26日（水）
教授会（文学部・文学研究科、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、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）

名古屋大学　平成23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

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

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「第3弾こんな化石がみつかるの？例外的に良好に保
存された化石群秋編」
入場料：無料

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

12月25日（土）、
1月15日（土）、
1月22日（土）、
2月5日（土）、
2月19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

12月25日（土）、
1月8日（土）、
1月22日（土）、
2月12日（土）、
2月26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

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）、敦賀貴之氏（京都大学）

経済学研究科
准教授　安達貴教
052-789-5962

1月7日（金）
平成22年度
オープンシンポジウム

場所：シンポジオンホール
時間：16：00～19：00
テーマ：「脳画像　脳とこころの何がわかるか～ストレス、認知
症、うつ病等の克服を目指して～」
講演題目：「施設（ＭＲＩ、ＭＥＧ）紹介」
講演者：礒田治夫（医学部保健学科教授）
講演題目：「脳とからだの密接な関係～脳画像によるストレス
研究～」
講演者：木村健太（環境学研究科助教）
講演題目：「うつ病について、わかっていること、わかる必要が
あること」
講演者：尾崎紀夫（医学系研究科教授）
講演題目：「眼の動きからわかること～疲れ、注意、集中力～」
講演者：大日方五郎（エコトピア科学研究所教授）
講演題目：「認知症を画像で診る～早期診断から治療への貢
献まで～」
講演者：伊藤健吾氏（国立長寿医療研究センター）
定員：150名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2774

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

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－」

博物館事務室
052-789-5767

10月5日（火）
～12月28日
（火）、
1月11日（火）
～3月31日（木）
（日・月曜日休館）



1月13日（木）
～1月14日（金）

第23回（2010年度）
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
講演者：今村峯雄氏（国立歴史民俗博物館）、青木周司氏（東
北大学）、小元久仁夫氏（日本大学）
参加費：無料

年代測定総合研究センター
052-789-2579

1月14日（金）
第39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会議室
時間：18：15～19：45
テーマ：「緩和ケアと多職種協働」
講演者：高宮有介氏（昭和大学）
対象：大学院生、学部生、研究者、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

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）
経済学研究科
「社会経済研究ワークショップ」

場所：経済学部4階演習室14
時間：13：00～14：30
講演題目：「カレツキの政治経済学」
講演者：山本英司氏（奈良産業大学）
参加費：無料

経済学研究科
講師　藤田真哉
052-789-5953

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（天津大学薬学院教授）
参加費：無料

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

1月19日（水）、
2月10日（木）

第66回、第67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：「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）
講演題目：「阪神・淡路大震災を語り継ぐ－震災の直接体験を
持たない学生たちのチャレンジ」(2/10)
講演者：舩木伸江氏（神戸大学）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

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：「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

1月21日（金）
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：経済学部2階第1会議室
時間：16：30～18：00
講演題目：「信念を誘発する二項化されたスコアリング・ルー
ル」
講演者：奥井　亮氏（京都大学）
参加費：無料

経済学研究科
准教授　安達貴教
052-789-5962



1月22日（土）、
2月5日（土）、
3月5日（土）、
3月19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：「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）
講演題目：「田んぼの微生物を探る」(3/5)
講演者：村瀬　潤（生命農学研究科講師）
講演題目：「基軸通貨『ドル』の運命」（3/19）
講演者：奥村隆平（経済学研究科教授）
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

1月27日（木） 第55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
講演題目：「アメリカの大学院教育と研究者養成：歴史と比較
の視点から」
講演者：福留東土氏（広島大学）
参加費：無料

高等教育研究センター
研究員　西原志保
052-789-5814

1月28日（金）
農学国際教育協力研究センター
2010年度第4回オープンセミナー

場所：生命農学研究科A-334号室
時間：15：30～17：00
講演題目：「未定」
講演者：アヌチャイ・ピニョプミン氏（タイ／カセサート大学准教
授）
参加費：無料

農学国際教育協力研究セン
ター
教授　前多敬一郎
052-789-4073

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8日（火）
～3月5日（土）
（日・月曜日休館）

博物館企画展
「モンゴル書道展」

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

2月11日（金）
電子顕微鏡で見る
－野鳥のミクロの世界－

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：00
定員：15名
参加費：100円（保険代）

博物館事務室
052-789-5767

2月18日（金）
工学研究科
附属複合材工学研究センター
複合材シンポジウム11

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～
参加費：無料

工学研究科
附属複合材工学研究センター
事務室
052-789-3112

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

2月26日（土）
～2月27日（日）

名古屋市博物館共催事業
平成22年度第4回「地球教室」

場所：博物館（予定）
テーマ：「鉱物をさがそう」
定員：30名
対象：小学3年生から中学3年生とその保護者（中学生は個人
参加可）
参加費：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

3月1日（火）
教育学部附属中学・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3日（木）
～3月5日（土）

グローバルＣＯＥプログラム「宇宙
基礎原理の探究」
第2回国際会議

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
ＧＣＯＥ事務局
052-788-6195

3月4日（金）
国際開発研究科創立20周年
記念講演・記念シンポジウム

場所：経済学部第2講義室
時間：13：00～17：30
講演題目：「名古屋大学と国際開発研究の20年」
講演者：小川英次氏（中京大学顧問・初代研究科長）
内容：初代研究科長小川英次氏の記念講演と第3代研究科長
中條直樹氏（本学名誉教授）らによるパネルディスカッション
「国際開発研究の現代的課題」を開催
参加費：無料

文系総務課
国際開発研究科担当
052-789-4952

3月25日（金） 名古屋大学卒業式
場所：豊田講堂
時間：10：00～

学務部学務企画課
052-789-2159

3月26日（土）
ミクロの探検隊
「植物－自分で採取した花などを
電子顕微鏡で見てみよう」

場所：博物館実験室、野外観察園
時間：13：00～16：00
定員：20名
対象：小学5年生から一般
参加費：50円

博物館事務室
052-789-5767
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