
平成２０年１１月２５日 

 

 

平成２０年度 第７回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 名古屋大学東京フォーラムの開催について（報告） 

 

２ 日伯学長フォーラムについて 

 

３ 生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センターの設置について 

 

 ４ 工学研究科連携講座の設置について 

 

 ５ 環境学研究科講座の名称変更について 

 

 ６ 名古屋大学創立７０周年記念事業について 

 

 ７ その他 

        次回開催日について



資料１  
 

第６回名古屋大学「東京フォーラム」の開催について 
 

 
日 時：平成２０年１１月７日（金） 
 
場 所：学術総合センター 一橋記念講堂 
 
プログラム： 

基調講演 野依良治理化学研究所理事長・名古屋大学特別教授 
齋藤明彦株式会社デンソー取締会長 
 

報 告  名古屋大学における人材育成の現状について山本進一理事から

の説明、また、グローバル COE 拠点形成プログラム拠点リーダー

の佐藤彰一教授（文学研究科）、渡辺芳人教授（物質科学国際研究

センター）から、グローバル COE 拠点形成を通じての国際的な人

材育成についての説明、坂神洋次高等研究院副院長から、名大高等

研究院研究者育成特別プログラム（テニュアトラック制度）につい

て説明。 
 
パネルディスカッション 
     馬場嘉信総長補佐・研究推進室長が進行役を務め、川端和明文部

科学省科学技術・学術政策局基盤政策課長、鈴木克明株式会社フジ

テレビジョン取締役編成制作局長、西山徹社団法人日本経済団体連

合会産業技術委員会産学官連携推進部会長・味の素株式会社技術特

別顧問、平野眞一総長の４名が、「２０２５年の日本と世界を担う

人材育成」について討論。 
 
 



資料２ 

 

日伯学長フォーラムについて 

 

開催日：平成２０年１１月１２日（水）～１４日（金） 
 
場 所：ブラジル（マットグロッソ州クイアバー市） 
 
趣 旨：日本人ブラジル移住１００周年の記念行事。 

日本の国立大学学長とブラジルの連邦大学学長が、「今後の日本とブラジル両

国間の教育・科学・技術分野における協力の可能性」について検討する。 
 
本学出席者：宮田隆司理事、野水勉国際企画室長 
 
日 程： 
１２日（水） 開会式、レセプション 
 
１３日（木） テーマ別セッション（Ⅰ） 
      「高等教育制度、科学技術開発支援及び国際協力の可能性に関する展望」 
       テーマ別セッション（Ⅱ） 
      「学会の活動及び機関間協力の可能性」 
 
１４日（金） 最終報告書作成、閉会式 
        



 

資料３ 

 

生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センターの設置について 

 

研究科名 生命農学研究科 設置予定年月日 平成２１年 ４月 １日 

 

1．設置（整備）目的 

生命農学研究科の農場、演習林、山地畜産実験実習施設の3附属施設は、農学部・生命農学研究

科の教育、研究の場として、また大学と地域社会との連携促進の拠点として様々な面で多大な貢

献をしてきた。フィールド実習の目標とする知識・技術の多様化・高度化、フィールドを基盤と

する研究の深化、専門領域を超えた研究統合さらには社会との接点の変遷に伴い、それぞれの組

織のみでは十分な対応が難しい状況を迎えた。これらの新たな教育研究および社会からのニーズ

に応えるために、弾力性と機動性を備え、施設の特性を最大限に発揮できる支援組織の構築を目

的として3施設を統合再編し、生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センターを設置する。

これにより施設間の分野横断的連携を強化し、フィールドの実践教育における習熟度の向上支援､

研究の総合化、研究支援体制の高度化および組織の管理運営における効率化などを図る。 

 

2．これまでの経緯 

3附属施設は、大学設置基準第39条に規定されている農学部の関連学科・領域の教 育に必要な

施設であり、平成12年度には大学院附属施設として位置づけられた。3附 属施設はそれぞれ個性

のあるフィールドを維持しながら、個々に対応する学問分野の実習教育の場として、また、調査

・研究の場として分野縦断的に利用され、実証的な成果を上げてきた。しかし、農学や生命科学

に係る教育研究の目覚しい進歩により、フィールドに求める支援の量と質は大幅に変化しており、

旧来の支援のあり方を見直す必要が生じた。そのため、平成16年度から部局内措置として、3施設

を統合したフィールド教育研究支援センターを仮設置し、組織的な運用を試行した。 

 

3．農学部・生命農学研究科におけるフィールド科学教育研究センターの位置づけ 

農学部・生命農学研究科の教育研究を支援する附属施設として位置づけるとともに 大学設置基

準に基づく農学関係学部・学科の教育に必要な施設の機能を兼ねる。3施設の統合再編により、弾

力的かつ効率的な管理運営を促進し、フィールドでの実践教育を強化することに加えて、持続的

生物生産、生物機能の高度利用、遺伝資源の保存・利用および生命科学技術の統合など、次世代

の研究展開を可能にする機能を具備したセンターとして整備する。また、これらの機能を利活用

することにより、個別の生物生産の現場のみならず、分野横断的な視点から地域資源のあり方も

理解できる人材の育成を支援する。 

 

4．フィールド科学教育研究センターの必要性 

（1）農学部・生命農学研究科の教育研究の機軸であるフィールド実習の実践およびフィールド研

究の展開を持続的かつ安定的に保障する基盤としてのみならず、情報や資源の一元的管理を



ベースとした、異分野連携による研究プロジェクト発掘や新研究領域の創生などの企画立案

機能の発揮が求められている。 

（2）フィールドにおける教育研究に対する要望に臨機応変に応えるため、教育研究の遂行を円滑

に支援することができる弾力的で効率的な組織と運営管理が必要になっている。 

（3）各フィールドでの個別の知識、技術、能力の涵養に加え、土地利用が複合する流域や地域な

どの広域での資源を総合的かつ俯瞰的に把握し、その利用計画・管理・評価ができる人材の

要請が求められている。そのため、3フィールドを横断的に利用したプログラムの構築が必

要になっている。 

（4）地域の「知と交流」の拠点として、農学と生命科学の広範な情報や研究成果を分かりやすく

、速やかに発信する機能や交流プログラムを充実させることにより、地域社会への貢献度を

一層高める必要がある。  

 

5．主要施設 

主な施設  ：東郷フィールド（農場）、稲武フィールド（演習林）、設楽フィールド（山地畜産

実験実習施設）、農業館、圃場・水田、牛舎・放牧場、温室など 

 

6．フィールド科学教育研究センターの教育・研究及び支援内容 

   フィールド科学教育研究センターの部門： 

     森林科学部門

森林や里山などにおける環境保全と持続的資源利用のあり方と、緑地生態系の 

管理体系の構築を目指した教育研究を担当 

     植物生産科学部門

植物の生産現場における諸問題を解決するための技術開発とその社会還元を目 

指した教育研究を担当 

     動物生産科学部門

動物の生産現場における諸問題を解決するための技術開発とその社会還元を目 

指した教育研究を担当 

 

7．期待される成果 

   既存の3施設の統合再編によって、これまでより弾力的、効率的な運営が可能になり教育研究の

新規ニーズに速やかに対応できる。また、分野横断的な管理運営によって総合的な企画立案機能

を発揮し、社会や学生からの要望に応えられるフィールド実習の実践が推進できるとともに、選

択と集中によりフィールドを基盤とした新規プロジェクトの立ち上げ、設備の更新など、センタ

ーの管理運営における中長期的な目標・計画の実質化ができる。更に、3フィールドにまたがる教

育研究の展開を通して、複眼的・統合的な視野から地域資源の管理、評価ができる人材育成が可

能になる。3フィールドの多様な情報・研究成果を一元的に管理、発信することにより、地域社会

のニーズに対する応答性が向上する。 

 

 



資料４ 

 

連携講座の設置について 
 

研 究 科 等 名 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 

連 携 講 座 名 称 航空宇宙機設計工学講座（連携） 

設 置 期 間 ３年間（更新可） 
平成 21 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日 
機 関 名 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 

（研究開発本部および航空プログラムグループ） 
連 携 機 関 

所 在 地 東京都調布市深大寺東町七丁目４４番地１ 
 

教 員 の 構 成 客員教授２，客員准教授１ 

 
 
 
 
設置目的・設置概要 

近年、産業のグローバル化が進むにつれ、国際競争力を高めるこ

とが重要となっている。航空宇宙工学においても、国産民間旅客機

の新規開発などでその必要性が高まっており、大学院教育研究にお

いても課題解決型、目的志向型の研究を推進する研究者・教育者を

養成することがより重要な使命となっている。航空宇宙工学では、

総合工学として空気力学、推進、構造、制御、飛行力学などの複合

的問題に対して適切な解を見出すことが求められる。本連携講座

は、我国の航空宇宙研究開発を主導的に推進する機関との密接な連

携により、連携機関が有する大型実験設備、最先端技術ノウハウを

活用し、第一線で活躍する研究者を客員教員として採用し、研究指

導を担当させることによって、多角的観点から航空宇宙機設計の研

究課題に取り組み、人材を育成する。 
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、工学研究科航空宇宙工学専攻の大学院教育を充実させるとと

もに、大学院生に対して、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生に対しては，航空宇宙工学専

攻の専任教員を含む複数指導体制によって教育・研究指導にあた

る。 
 

  



資料５

講座名称の変更について

研究科名 変更予定年月日 平成２１年４月１日環境学研究科

社会環境学専攻専攻名

講座名称 現行講座名称 変更（案）講座名称

社会環境規範論 講座 環境法政論 講座

講座の 環境法や環境行政，環境政治を中心にして，その基礎科学としての政治社会

概要 環境の歴史的展開及び社会的価値観や倫理意識形成についての研究・教育を行

う。その際，法・行政・政治など具体的な社会制度のみではなく，それを支え

る政治・社会の規範形成の面にも視野を広げて考えようとしている。今後の方

向として，環境法や環境行政，環境政治の実証的理論的検討により重点を置く

予定であり，そのための教員組織の充実を図っている。

なお，講座の教員構成は，教授４名，准教授２名，計６名である。

変更理由 本講座は，環境学研究科発足時，環境学及び社会環境学全体に通底するベー

シックな分野として，社会の規範面に焦点を当て，法や政治，思想などを中心

に研究教育組織を編成し，講座名を社会環境規範論講座とした。

しかし，その後，社会的要請や学生の要望として，環境法や環境行政，環境

政治など，より直接的に環境の問題を扱う領域へのニーズが高まり，講座の研

究教育編成もその方向に対応してきた。また，環境学研究科全体の研究教育の

発展とともに，教育プログラム編成の実際的な観点からも，そのような領域の

充実が望まれるようになった。

このような社会的要請や，学生の要望，環境学全体の教育プログラム形成上

の必要に鑑み，このほど，法や政治，思想など社会の規範面についての研究教

育を継承しながらも，環境法，環境行政及び環境政治の領域をより重視するこ

ととし，講座名を環境法政論講座に変更したい。



資料６ 
 

名古屋大学創立 70 周年（創基 138 周年）記念事業について 
 

 

▽ 記念式典・祝賀会の開催について 
記念式典 
 日時 平成 21 年 10 月 17 日（土）11:00～ 

 場所 豊田講堂ホール 

 

祝賀会 
 日時 平成 21 年 10 月 17 日（土）16:00～ 

 場所 シンポジオン、豊田講堂ホワイエ 

 

 

▽ 創立 70 周年（創基 138 周年）記念・ホームカミングデイについて 
日時 平成 21 年 10 月 24 日（土） 

内容 名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート等を実施する予定 

 

 



資料７

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

1日(月) 役員会

15日(月) 役員会

16日(火) 部局長会・教育研究協議会

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

3日(水)
教授会(医学部・医学系研究科、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）

5日（金） センター会議(高等教育研究センター）

１0日（水）

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）
附属病院部長会
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）
運営委員会（留学生センター）

15日（月） 主任会（理学部・理学研究科）

17日(水)

研究科委員会（文学研究科、医学系研究科）
教授会（文学研究科、法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、情報文化学部、医
学系研究科、工学部・工学研究科、国際開発研究科、多元数理科学研究科、国際言語文
化研究科、情報科学研究科）
専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）
代議員会（人間情報学研究科）
学科会議（医学部保健学科）
専門委員会（医学部保健学科）

19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）

24日(水)
教授会(農学部・生命農学研究科、太陽地球環境研究所、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）
総務・予算委員会（教育学部・教育発達科学研究科）

名古屋大学平成20年12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

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

11月25日(火)
～12月26日
（金）

ノーベル賞記念展示

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「clas」
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
古屋工業大学教授）

高等教育研究センター
久保田祐歌研究員
052-789-5386

11月29日（土） 第2回名大移民研究会

場所：国際開発研究科８階第１会議室
時間：13:00～17:00
内容：中央アジアの移民問題を予定
参加無料

国際開発研究科
浅川晃広講師
052-789-4564

11月29日（土） 第2回キャンパス探鳥会

場所：名古屋大学東山キャンパス探鳥コース
時間：9:30～
対象者：名古屋大学生・教職員
参加無料
詳細はメユットHP
http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/gakuso/meshuttes/
にてお知らせします。

学生支援GP推進室
052-747-6456

12月1日（月）～
2008年度名古屋大学論文コン
テスト

応募期間＝平成20年12月1日（月）～平成21年1月16日
（金）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/　に掲載予定

高等教育研究センター
齋藤芳子助教
052-789-5696

12月1日(月)～5
日（金）

名古屋大学民間企業派遣研
修

場所：大垣共立銀行本店ほか
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

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）
公開見学会「電力貯蔵と最新
セラミックス技術」

場所：日本ガイシ（株）小牧事業所及び電力技術研究所
時間：12:30～17:00
12:30　豊田講堂前　集合
13:30～16:00　日本ガイシ（株）小牧事業所及び電力技術
研究所見学（概要説明、NAS電池説明、送電用ガイシ工
場、電力技術研究所試験設備、碍子博物館、質疑応答）
17:00　豊田講堂前　帰着・解散
定員45名、参加無料、参加資格：不問（同業関連会社の方
の参加はご遠慮いただく場合があります。）
申込方法：11月25日（火）までに、氏名、所属および連絡先
（E-mailおよびTEL）をご連絡ください。
主催：名古屋大学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，(社)電気学会東海支部
本見学会は，電気学会東海支部若手セミナー「電力システ
ムのブレークスルー技術」（第１回）との合同開催です。

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
Tel: 052-789-5874
Fax: 052-789-5374
E-mail: h-kojima@esi.nagoya-
u.ac.jp

12月3日（水）
高等教育マネジメント分野オー
プンセミナー「高等教育マネジ
メントEd.Dを語る」

場所：教育学部第3講義室
時間：18:30～20:30
話題提供者：松坂浩史（三重県教育委員会/文部科学省）
　　　　　　　　丁　妍（復旦大学高等教育研究所）
　　　　　　　　名古屋大学大学院・高等教育マネジメント
Ed.Dプログラム在学生
                  三和義武（愛知淑徳大学)
                  林　透（北陸先端科学技術大学院大学）
コーディネーター：中井俊樹（高等教育研究センター准教
授）
参加無料

教育発達科学研究科
高等教育マネジメント分野
052-789-2623

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 -
」

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)
参加無料

附属図書館友の会
052-789-3666

12月3日（水） 第10回コレクション自慢の会

場所：ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ4階ｾﾐﾅｰ室
時間：16:30～18:30
内容：お互いのｺﾚｸｼｮﾝ・趣味について語り合います。
対象者：本学学生・教職員
参加無料

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

12月3日（水） 第4回　足モトを見る会

場所：名古屋市内（栄コース）
　　　　地下鉄名城線 名古屋大学駅改札前に集合
時間：13:30～16:00頃まで
内容：身近な場所（今回は中区）で見られる岩石・化石等を
専門の先生と一緒に探しに行きましょう。
対象者：本学学生・教職員
参加無料（名古屋大学駅→栄駅までは主催者が負担しま
す。）

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

12月6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：「熱帯林の生物季節 花はいつ咲くの？」
講演者：中川弥智子(生命農学研究科准教授)

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

12月6日(土) キャンパス探鳥会
集合場所：博物館前
時間：9:00～11:00
参加無料

博物館事務室
052-789-5767

12月6日（土）

第25回博物館コンサート
(NUMCo)
「名大生によるアカペラコン
サート～冬の調べ～」

場所：博物館展示室
時間：13:00～14:00
演目：「夢飛行」ほか
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

12月7日（日）
大学改革フォーラムin名古屋
大学「都市と農山漁村の共生
フォーラム」

場所：野依記念学術交流館
時間：10:00～16:30
名古屋大学と社団法人国立大学協会の共催によるフォー
ラムです。

産学官連携推進本部連携推進部
052-788-6149



12月8日（月）

第74回高等教育研究センター
招聘セミナー「大学職員の能
力開発をいかにすすめるか―
立命館大学大学行政研究・研
修センターの取り組みから」

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：18:15～19:45
講演者：近森 節子 氏 （立命館大学 大学行政研究・研修
センター 次長・専任研究員）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5696

12月8日(月)、9
日（火）

名古屋大学主任研修 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

12月10日（水） 2008年ノーベル賞授与式 場所：スウェーデン　ストックホルム　コンサートホール

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12日（金）
ナノ物質・材料の環境、健康と
安全に関する国際シンポジウ
ム

場所：野依記念物質科学館
時間：13:00～18:00

医学系研究科健康社会医学専攻
社会生命科学講座環境労働衛生
学分野
市原学准教授
052-744-2123

12月13日(土)
キャリアパスフォーラムin東京
「進化する博士のキャリア最先
端」

場所：東京ステーションコンファレンス
時間：13:00～17:00

キャリアパス支援室
052-788-6015

12月13日(土) 野鳥写真に挑戦（撮影会）

場所：東山キャンパス鏡ヶ池周辺
時間：13:00～16:00
定員：30名、参加費：100円（保険代）
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767

12月13日(土)

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」国際ミニシンポ
ジウム「Cellular Molecular
Machines at Work」

場所：野依記念物質科学研究館2階講義室
時間：13:00～18:00

理学研究科
遠藤斗志也教授
052-789-2490

12月14日（日）
講演会「ノーベル物理学賞を
受賞した小林・益川理論と
は？」

場所：愛知県図書館5階大会議室
時間：14:00～15:00（会場13:30）
講師：棚橋誠治（大学院理学研究科教授）
定員：先着150名
入場無料
本学タウ・レプトン物理研究センター及び愛知県図書館の
主催によるイベントです。

愛知芸術文化センター愛知県図
書館総合課企画グループ
052-212-2323

12月15日(月)、
16日(火)

ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止研修（主
任以下の職員）

場所：シンポジオンホール
総務部人事労務課
052-789-5977

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18日(木)

第7回シンクロトロン光利用者
研究会～私達の暮らしと最先
端シンクロトロン光科学との関
わり～

場所：DAITEC　SAKAE　5階 マノアホール
時間：14:00～16:30
参加無料
※要事前申込

小型シンクロトロン光研究セン
ター
052-747-6476
愛知県産業労働部新産業課科学
技術推進室
052-954-6352

12月18日(木)
ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止研修（掛
長以上の職員）

場所：シンポジオンホール
総務部人事労務課
052-789-5977

12月19日（金）～
21日（日）

国際シンポジウム「観られる身
体、読まれる欲望、多様化する
家族──ジェンダーの事象と
表象」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール（19日）、野依記
念学術交流館（20日、21日）
受付開始時間：19日17:00、20日9:30、21日9:30
基調講演：①リンダ・ウィリアムズ（カリフォルニア大学バー
クレー校）②ローズマリー・モーガン（イェール大学）③ヴェ
ラ・マッキー（メルボルン大学）
招待講演：①ジョン・ウィリアムズ（映画監督）②高木正勝
（映像作家）
パフォーマンス：乾久子（現代美術家）、良知友見（イダキ
奏者）
その他：研究発表、ポスター発表
入場無料

国際言語文化研究科
越智和弘教授
052-789-3512
ochi@lang.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」

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：「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)

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)
第92回名古屋大学博物館特
別講演会「野鳥を観察する楽
しさ」

場所：博物館講義室
時間：13:30～15:00
講演者：高木清和（日本野鳥の会愛知県支部）
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

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21日（日）
第7回坂田・早川記念レク
チャー「幻のノーベル賞
チャーム粒子の発見」

場所：名古屋市科学館サイエンスホール
時間：14:30～17:00
講演者：丹生潔（名古屋大学名誉教授）
対象：高校生以上
定員：300名（多数の場合は抽選）
※要事前申込
受講料無料（ただし、科学館の観覧料が必要です。高校
生、大学生200円、大人300円）

（講演の内容等）
理学部F研
052-789-2443
（申込方法、会場等）
名古屋市科学館
052-201-4486

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24日（水)
ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止研修（鶴
舞地区職員）

場所：附属病院中央診療棟３階講堂
総務部人事労務課
052-789-5977

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

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
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

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：700円
※要事前申込

博物館事務室
052-789-5767

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


