
平成２０年１０月２８日 

 

 

平成２０年度 第６回教育記者会懇談会 

 

 

  １ 第４回ホームカミングデイについての報告（資料１） 

 

 ２ 第６回東京フォーラムの開催について（チラシ） 

 

 ３ 平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料２） 
 

 ４ 寄附講座の設置について（資料３） 
 
 ５ 環境報告書２００８の発行について 

 

６ 今後の本学の行事予定（資料４） 

 

  ７ その他 

        次回開催日について



資料１ 

 
第４回名古屋大学ホームカミングデイについて（報告） 

 
 日 時：平成２０年１０月１８日（土）１０：００～１６：３０ 
 場 所：名古屋大学東山キャンパス 
 テーマ：地域と大学で考える「人と地球環境」  
来場者数：約４,５００人 

 
主なイベント 

・教育・研究成果の展示 〔豊田講堂・野依記念学術交流館・ＩＢ電子情報館〕 

・緊急企画：ノーベル賞受賞記念展示〔豊田講堂２階〕 

【１２月２６日まで展示期間を延長】 

・脱温暖化社会を目指して ＝名古屋大学の挑戦＝ 〔ＩＢ電子情報館〕 

・同窓会行事〔全学同窓会総会；豊田講堂、各学部同窓会行事；各学部〕  

・保護者対象企画行事 〔各学部〕 

・市民公開講座「やさしい痛み学」〔野依記念学術交流館〕  

・サイエンスショー「笑顔いっぱい！みんなで環境おもしろ実験ショー！」〔シンポジ

オンホール〕  

・親子サッカー＆ラグビー教室〔陸上競技場〕  

・本のリユース市 〔豊田講堂ピロティ〕 

・和式馬術部による流鏑馬の実演 〔中央図書館隣接グランド〕 

・野外コンサート 〔豊田講堂前庭〕 

・ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21 世紀の創造」20 回記念科学フォーラム名古屋  
〔豊田講堂〕 
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資料２ 

 
国立大学法人名古屋大学の平成 19 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、第１期中期目標期間中の平成 19 年度の業務実績に基づき、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 20 年 10 月９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。 
 
 

1 全体評価 
 
 主に以下の点について、高い評価を得ている。 
 
 ・21 世紀 COE プログラム等の大型研究拠点に対する支援として、若手研究者支援、

支援要員等の配置、研究成果発信等、種々の取組への財政支援を行っている。 
 
 ・国内外で指導的役割を果たしうる人材の養成を行うという大学のミッションを踏ま

えて、優れた大学院博士後期課程の学生を支援するために「学術奨励賞奨学金制度」 
  や「国際学術交流奨励事業制度」を設立するとともに、若手教員や萌芽的研究に一

層重点を置いた助成を推進するなど、次世代を担う研究者の育成に積極的に取り組

んでいる。 

 
・平成19年度省エネルギー優秀事例全国大会で「経済産業大臣賞」を受賞している 

ほか、名古屋市から「エコ事業所」に認定されるなど、省エネルギー対策に大学全

体として積極的に取り組んでいる。 

 

・「業務効率化プロジェクト2007」として、活動基準原価計算技法による業務量調査

と職員の意識調査を実施し、「業務量５％削減計画」の実施状況を点検し、問題解

決のための検討会を実施するなど、業務改善に計画的に取り組んでいる。 

 

２ 項目別評価 
 

 以下の４項目すべてについて「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」

との評価を得ている。 

 

（１）業務運営の改善及び効率化 

（２）財務内容の改善 

（３）自己点検・評価及び情報提供 

（４）その他業務運営に関する重要事項 



資料３

寄附講座等設置概要

大 学 等 名 名 古屋大学 寄附講座等の CKD(慢性腎臓病）地域連携シス
(学部・学科等名) （ 医学部） 名 称 テム寄附講座

設 置 期 間 平成２０年１１月１日～平成２５年１０月３１日(新規)

担 職 名 ふ り が な 任 用 期 間 備 考
氏 名 （前 職）

当
平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 日 ～ 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 3 1 日寄附講座 1やすだ よしなり

教 准教授 安田宜成 ( )名 古 屋 大 学 医 学 部 ・ 医 学 系 研 究 科 、 特 任 助 教

平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 日 ～ 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 3 1 日員 寄附講座 1かみや ひでき

講師 神谷英紀 ( ( )名 古 屋 大 学 医 学 部 ・ 医 学 系 研 究 科 、 客 員 研 究 員

アステラス製薬株式会社 代表取締役社長 野木森雅郁寄附者名
寄 附 者 (所在地) （ ）東京都中央区日本橋本町2-3-11

ファイザー株式会社 代表取締役社長： 岩崎 博充
（ ）東京都渋谷区代々木3-22-7

大日本住友製薬株式会社代表取締役社長 多田正世
（ ）大阪府大阪市中央区道修町二丁目6番8号

中外製薬株式会社 代表取締役社長 永山 治
（ ）東京都中央区日本橋室町2-1-1

ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 三谷宏幸
（ ）東京都港区西麻布4丁目17番30号

万有製薬株式会社 代表取締役社長 マーク・ティムニー
（ ）東京都千代田区九段北一丁目13番12号 北の丸スクエア

アステラス製薬株式会社 総額 3,000万円

総額 600万円ファイザー株式会社
寄 附 金 寄附金額

総額 2,500万円大日本住友製薬株式会社

総額 2,500万円中外製薬株式会社

総額 2,500万円ノバルティスファーマ株式会社

総額 2,500万円万有製薬株式会社

本寄附講座では以下の4教育研究を行う。その内容を後述する。
① 慢性腎臓病（CKD）の疫学研究（観察研究、介入研究）
② CKDの地域医療連携モデルとコアになる専門医チームの確立
③ CKD対策を担う人材育成のための教育プログラムの開発
④ 本事業での成果を元にしたCKD総合対策の提言

① 慢性腎臓病（CKD）の臨床研究
愛知県をモデルとして、地域住民健診、職域健診、人間ドックの結果よりCKD
有病率と患者背景を横断的に解析する。前向き観察研究、エビデンス‐プラ
クティスギャップをうめるための臨床介入試験を実施する。愛知県健康福祉
部、愛知腎臓財団、愛知県医師会などの協力を得て、また一部は厚生労働省
戦略研究のプログラムと協調しながら研究を推進する。得られたデータはCKD

教育研究 総合対策確立のためのエビデンスとして活用する。

の 概 要 ② CKDの地域医療連携モデルとコアになる専門医チームの確立
CKD患者を中心にして、かかりつけ医、各種コメディカル職種、専門医チーム
からなる地域医療連携モデルを確立するために、ソフト部分としての地域医
療連携パスの開発、ハード部分としてのIT利用による情報共有システムの開
発、および実地臨床における検証を行う。具体的には、本プログラムに賛同
する医療機関・かかりつけ医の協力の下に、倫理審査などの手続きを行った
うえで、患者登録を行い、それらの登録患者を対象として検証を行う



③ CKD対策を担う人材育成のための教育プログラムの開発
シームレスなCKD診療を行うためには、CKDの地域医療連携を支える人材の教
育が不可欠である。日常的に関わるコメディカル職種としては、看護師、薬
剤師、栄養士、ソーシャルワーカー、保健師などがある。これらの職種をチ
ームとしてCKD地域医療連携パスに載せるための教育プログラムの開発と検証
は不可欠である。それぞれの愛知県の組織と連携をとりながら進める予定で
ある。

④ 本事業での成果を元にしたCKD総合対策の提言
本事業での成果を元にしたCKD総合対策を、医療政策として提言する。日本に
おけるCKD総合対策モデルを愛知県において確立するために、CKD対策が愛知
腎臓財団の2008年の重点事業として策定されており、本寄附講座では、愛知
腎臓財団と有機的な連携を持って、事業を推進する。

備 考 平成２０年１０月 １日 医学部教授会承認
平成２０年１０月 ９日 設置決定（総長承認）



寄附講座等設置概要

大 学 等 名 名 古屋大学 寄附講座等の 造血細胞移植情報管理・生物統
(学部・学科等名) （ 医学部） 名 称 計学（日本造血細胞移植学会）

寄附講座

設 置 期 間 平成２１年１月１日～平成２３年１２月３１日(新規)

担 職 名 ふ り が な 任 用 期 間 備 考
氏 名 （前 職）

当
平 成 ２ １ 年 １ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 ３ １ 日寄附講座 すずき りつろう

造 血 細 胞 移 植 情 報 管 理 学 寄 附 講 座 准 教 授 ）教 准教授 (鈴木 律朗

平 成 ２ １ 年 １ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 ３ １ 日員 寄附講座 あつた よしこ

造 血 細 胞 移 植 情 報 管 理 学 寄 附 講 座 助 教 ）助 教 (熱田 由子

寄附者名 日本造血細胞移植学会 理事 小寺良尚
寄 附 者

所 在 地 466-0047 名古屋市大幸南一丁目1番20号〒

寄附金額 総 額 75,000千円
寄 附 金

日本造血細胞移植学会の全国集計によれば年間に3,500件を超える血液幹細

胞移植がわが国で行われており、累積件数は35,000件を超える。移植は、骨

髄バンクを介した非血縁者間での骨髄移植、臍帯血バンクを介した臍帯血移

植、血縁者間での骨髄移植および末梢血幹細胞移植を含む。移植の現状と移

植成績は名古屋大学大学院医学系研究科予防医学/医学推計・判断学内にある

日本造血細胞移植学会全国データ集計事務局で集約され、年報として毎年発

刊されている。この資料は、血液幹細胞移植に携わる医療スタッフおよび患

教育研究 者にとって極めて貴重な資料となっている。また、ここで作られたデータセ

ットは学術論文作成にも使用され、これまでに8論文が英文学術雑誌に発刊受

の 概 要 理されている。

本寄附講座は、1)この全国調査を継続し、登録率の向上、情報の精度向上
を図りながら、2)得られた成果の公表活用を目的とする。更に3) 血液幹細胞
移植医療に関する臨床試験の支援を通して、わが国での移植医療の更なる向
上を目指す。

備 考 平成２０年１０月 １日 医学部教授会承認
平成２０年１０月 ９日 設置決定（総長承認）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境報告書 2008 は、下記アドレスよりご覧下さい。 
 
 
 
 

http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/rpt.html

http://web-honbu.jimu.ygdpgs.com/fmd/rpt.html


資料４

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

10日(月) 役員会

17日(月) 役員会

18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）

5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）

6日（木） 附属図書館商議員会

１2日（水）
附属病院部長会
専攻長会議(情報科学研究科)
留学生センター運営委員会（留学生センター）

14日（金）
教授会（環境医学研究所）
センター会議（高等教育研究センター）

17日（月） 主任会（理学部・理学研究科）

19日(水)

研究科委員会（教育発達科学研究科、医学系研究科）
教授会（教育学部・教育発達科学研究科、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、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）
学科会議（医学部保健学科）
専門委員会（医学部保健学科）

21日(金)
教授会(理学部・理学研究科)
研究科委員会（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、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）
代議員会（人間情報学研究科）

名古屋大学平成20年11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7日(火)～11
月8日（土）

第15回博物館企画展「伊吹お
ろしの若者たち～八高創立百
年の歴史から」

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

10月7(火)～12月
9日(火)の毎週火
曜日

公開講座「アジアの新潮流－
中国とインド，そして・・・－」

場所：大学院国際開発研究科棟８階多目的オーディトリア
ム
時間：18:30～20:00
①10月7日中国とインドの経済社会発展比較（筑波大学・
橘田 正造）②10月14日中国の経済改革と格差問題のゆく
え（大阪経済大学経済学部・山本 恒人）③10月21日中国
の金融システム改革のゆくえ（愛知大学・李 佳）④10月28
日中国の環境問題のゆくえ（名古屋大学国際開発研究科・
藤川 清史）⑤11月4日インドの経済改革のゆくえ（法政大
学経済学部・絵所 秀紀）⑥11月11日インドの産業発展の
ゆくえ－IT と自動車を中心に－(名古屋大学国際開発研究
科・岡田 亜弥)⑦11月18日インドの格差問題のゆくえ（名古
屋大学国際開発研究科・新海 尚子）⑧11月25日アジア地
域のガバナンスのゆくえ（名古屋大学国際開発研究科・木
村 宏恒）⑨12月2日アジア地域の農村開発のゆくえ（名古
屋大学国際開発研究科・西村 美彦）⑩12月9日アジア地域
の経済連携のゆくえ（名古屋大学国際開発研究科・長田
博）
受講料：7,200円（テキスト・資料代を含む）
http://www.gsid.nagoya-
u.ac.jp/global/general/doc/seminar2008_application.pdf

文系事務部総務課総務グループ
国際開発研究科担当
052-789-4952

10月15日（水）～
11月26日（水）の
毎週水曜日

大学連携キャンパス講座「おも
しろ博物学」（全7回）（名古屋
市生涯学習推進センター主
催）

場所：博物館講義室
時間：10:30～12:00
講演者：西川輝昭（博物館長・教授）他
講演題目：「伊勢湾・三河湾から見た海の生物多様性」
定員：60名（名古屋市生涯学習推進センターにて申込）
名古屋市生涯学習推進センター主催（博物館専任教員7名
によるリレー形式）
参加無料

博物館事務室
052-789-5767

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1日（土） 平成20年度数学公開講座

場所：理１号館509号室
数学とその応用に興味を持つ一般社会人、高校生及び高
校教員を対象とした公開講座です。
テーマ：「数学が問題にしたこと」
講師：洞彰人(多元数理科学研究科教授）、小林亮一(多元
数理科学研究科教授）
定員：40名

多元数理科学研究科
小林亮一教授
052-789-2432

11月1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：「電波望遠鏡で探る地球大気環境」
講演者：水野亮（太陽地球環境研究所教授）

経済学研究科
エクステンション・サービス
(〒464-8601名古屋大学経済学
研究科）
Fax:052-788-6197
URL:  http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

11月1日（土）、2
日（日）

国際シンポジウム「異文化とし
ての日本」

場所：文系総合館７Ｆカンファレンス・ホール
受付開始時間：　1日12：30、2日：8：30
基調講演：①張　龍妹（北京日本学研究センター）②張 威
（清華大学）③Peter Ackerman （Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg）④Patricia Wetzel （ポート
ランド州立大学）
その他：分科会、ワークショップ、ポスター発表
入場無料
ＵＲＬ：http://www.lang.nagoya-
u.ac.jp/bugai/kokugen/nichigen/0-
kyouiku/seminar/2008sympo/ibunka.pdf

国際言語文化研究科
池田佳子准教授
052-789-4339
Email: ikeda@lang.nagoya-u.ac.jp



11月2日（日） 2008秋革祭
場所：第2グリーンベルト（フリーマーケット、チャリティーバ
ザー、模擬店等）
時間：10:00～

学務部学務企画課
052-789-2164

11月3日（月･祝）
教育学部附属学校
第2回オープンキャンパス

場所：教育学部附属学校
時間：9:30～12:00
内容：学校紹介、体験授業、校内見学、入試説明
対象：中学3年生

教育学部附属学校
鈴木善晴
052-789-2680
教育学部附属学校事務掛
052-789-2672

11月4日(火）
2008年度第5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
テーマ：ネリカの耐冷性に関する品種間差異とケニア高原
地方に適した耐冷性イネ品種の同定（仮）
講演者：フンジャ　ムラゲ（農学国際教育協力研究センタ－
外国人客員研究員）
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
makihara@agr.nagoya-u.ac.jp

11月5日（水）
国際開発研究科
留学生のための就職支援セミ
ナー第4回

場所：国際開発研究科第1会議室
時間：13:00～15:00
講演者：未定
参加無料

国際開発研究科
浅川晃広講師
052-789-4564

11月5日（水）

第73回高等教育研究センター
招へいセミナー
「コラボレーションを実現する
教員・職員関係論」

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：今田 晶子（立教大学大学教育開発・支援センター
課長）

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5693

11月5日（水）
名古屋大学事務系職員企画
力向上研修

場所：シンポジオンホール
総務部人事労務課総務掛
052-789-2033

11月6日（木）
情報科学研究科
先端技術公開セミナー

場所：情報科学研究科棟　第１講義室
時間：13:30～15:00
題目：量子の世界とその将来
講師：湯本潤司氏（NTT物性科学基礎研究所　所長）

情報科学研究科
安田孝美教授
052-789-4855

11月6日（木）
シンポジウム「イノベーション創
出若手研究人材」

場所：東京ステーションコンファレンス
時間：13:00～17:10
平成20年度文部科学省科学技術振興調整費「イノベーショ
ン創出若手研究人材養成」プログラム事業
講演者：川端和明（文部科学省科学技術・学術政策局基盤
政策課長）、吉川誠一（株式会社富士通研究所常務取締
役）
パネルディスカッションテーマ：「イノベーション創出若手研
究人材養成」採択10校の取り組みについて

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
support@b-jin.jp

11月6日（木）～9
日（日）

IFPU（International Forum of
Public Universitis)北京フォー
ラム

国際部国際企画課
052-789-2191

11月7日（金）

第6回東京フォーラム
「新しい時代を切り開く人材の
育成を目指して -名古屋大学
が育てる勇気ある知識人-」

場所：学術総合センター 一橋記念講堂・2階中会議室
時間：12:00～17:00
内容：基調講演、報告、パネルディスカッション、パネル展
示
基調講演者：野依良治（本学特別教授、理化学研究所理
事長）、齋藤明彦（株式会社デンソー取締役会長）
参加無料、要事前登録

研究協力部研究支援課研究協力
総務掛
052-789-5966
ken-kyo@post.jimu.nagoya-u.ac.jp



11月8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2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：10:00～15:00
文部科学省科学技術振興調整費「イノベーション創出若手
研究人材養成」社会貢献若手人材育成プログラム
講演者：村井博昭（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニ
アリング生産統括部製造課長）
講演題目：業界別基礎セミナー「バイオベンチャーと再生医
療業界」
講演者：大門悟（日本知的財産協会副会長、ブラザー工業
株式会社参与）
講演題目：経営基礎セミナー「将来経営を担うイノベーショ
ン人材へ－知的財産と経営」
対象：産業界、学術研究を問わず、実社会で活躍できる能
力を伸ばしたい若手研究者（大学院学生、ポスドク等）、ま
たは元研究者で社会人の方。本学以外の方も可。
参加無料、定員40名
※要事前申込。http://www.b-jin.jp からお申し込みくださ
い。

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
support@b-jin.jp

11月8日(土)、9
日(日)

総合保健体育科学センター
公開講座「健康開発のための
運動基礎理論」（講義および実
習）

場所：大幸キャンパス
時間：11/8　10:30～16:10､11/9　10:00～15:40
対象者：健康増進関連施設等で指導や企画に携わってい
る専門職業人
募集人員：25名
受講料6,200円
※要事前申込

総合保健体育科学センター
事務室
052-789-3946
島岡清教授
052-789-3951

11月8日(土)、22
日(土)

〔博物館友の会会員向け〕ボタ
ニカルアート講座(植物細密
画）

場所：博物館講義室
時間：13:00～17:00
定員：20名
参加費：5，000円（年10回受講）(他、友の会会費1,000円)

博物館事務室
052-789-5767

11月9日（日）
2008年度がんを生き抜くライフ
トピアスクール(第3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
※要事前申込
参加費：2,000円(教材と記録集作成費を含む全講座分一
括)

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

11月10日（月）

あいち男女共同参画社会推
進・産学官連携フォーラムシン
ポジウム「ダイバーシティ（多
様性）が創る未来～個性と能
力を発揮できる社会へ～」

場所：野依記念学術交流館
時間：13:00～17:00
対象：一般、学生及び若手研究者（定員180人）
主催：あいち男女共同参画社会推進・産学官連携フォーラ
ム（構成員：愛知県、名古屋市、愛知県経営者協会、名古
屋大学）、IEEE Japan Council Women in Engineering
Affinity Group、名古屋大学キャリアパス支援室
入場無料

男女共同参画室
052-789-5987

11月10日（月）～
17日（月）

日伯学長フォーラム
国際部国際企画課
052-789-2191

11月10日（月）～
24日（月）

2008年附属図書館源氏物語
千年紀記念事業「源氏物語の
書物と絵画」

場所：中央図書館4階展示室
時間：9:30～17:00（土曜・祝日は開室，日曜は閉室）

附属図書館情報サービス課
052-789-3684

11月11日（火）～
11月19日（水）

博物館友の会ボタニカルアー
ト作品展

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

11月12日（水）
公務員就職希望者ガイダンス
II・地方

場所：経済学部第2講義室
時間：15:00～17:20
内容：公務員として求められる人材像及び採用試験制度
の概要等の講演　先輩の体験発表及び懇談会等
対象：学部3年生、大学院前期課程1年生

学生総合支援課就職支援室
052-789-2171



11月15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：「宇宙を実感してみよう：元素の起源と分光観
測」
講演者：田原譲（エコトピア科学研究所教授）

経済学研究科
エクステンション・サービス
(〒464-8601名古屋大学経済学
研究科）
Fax:052-788-6197
URL:  http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

11月15日（土）
2008年附属図書館源氏物語
千年紀記念事業「源氏物語の
書物と絵画」講演会

場所：文学部237講義室
時間：13:000～15:00
演題：「源氏物語と後宮文化」
講師：高橋　亨（文学研究科教授）
参加無料（定員150名、メールまたはfaxにて先着順で受
付）

附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

11月17日(月) 第44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
講演内容：TSUNAMI文化を世界へ！
講演者：首藤伸夫（日本大学教授/東北大学名誉教授）
入場無料。どなたでも自由に聴講できます。

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

11月18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」「現代の企業R&Dと今
後の若手に期待するもの」

場所：野依記念物質科学研究館2階 講演室
時間：10:00～12:00
講演者：畠沢剛信(SONYマテリアル研究所 レサーチディレ
クター)
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18日（火）
第2回高等教育研究センター
論文書き方講座

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：16:30～18:00
対象：本学の学部1,2年生

高等教育研究センター
齋藤芳子助教
052-789-5384

11月18日（火） 名大移民研究会特別企画

場所：国際開発研究科8階第1会議室
時間：15:30～17:30
論題：生き方の文化変容；日本からの中国帰国留学生の
自己実現と「制約」
講演者：奈倉　京子（厦門大学人文学院歴史学系研究員）
参加無料

国際開発研究科
浅川晃広講師
052-789-4564

11月20日（木）
第45回高等教育研究センター
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：16:00～18:00
講師：ジョディ D ナイキスト

高等教育研究センター
夏目達也教授
052-789-5693

11月20日（木）、
21日（金）

東海地区国立大学法人等リー
ダーシップ研修

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

11月21日（金）
名古屋大学医学・バイオ系特
許フェア

場所：附属病院中央診療棟３階講堂
時間：14:00～18:00
内容：名古屋大学および近隣の大学の単独出願特許の特
許約50件を対象にとした医学・バイオ系特許フェア
参加無料

医学部・石山産学連携コーディ
ネーター
052-744-1987
医学部経営企画課研究協力掛
052-744-2638

11月21日（金） 名古屋大学永年勤続者表彰式 場所：豊田講堂第一会議室
総務部人事労務課福祉掛
052-789-5978

11月22日（土） 第10回　まちとすまいの集い

場所：環境総合館１階レクチャーホール
時間：13:20～16:30
講演内容：都市を「見る」－歴史・環境・災害－
参加無料
要事前申込

環境学研究科都市環境学専攻
建築事務室
052-789-3587
HP：http://www.nuac.nagoya-
u.ac.jp/machi/



11月22日（土）
秋の野外実習「どんぐりからさ
ぐる古代の知恵・自然の知恵」

場所：博物館野外観察園セミナーハウス
時間：10:00～15:00
対象：小学5年生以上
参加費：300円（保険、材料代）、定員20名、要事前申込
※申込方法：11月8日（消印有効）までに、「ドングリ実習希
望」と書いて、氏名・住所・電話番号・この企画を知った方
法・学生の場合は学校名・学年・保護者署名を明記の上、
往復ハガキまたはE-mailにてお申し込みください。応募者
多数の場合は抽選します。参加の決定は、11月12日ごろ
までにお知らせします。

博物館事務室
052-789-5767

11月22日（土）

第24回博物館コンサート
(NUMCo)
「名古屋大学古楽研究会第28
回定期演奏会」

場所：博物館展示室
時間：13:30～14:30
演目：M.ブラヴェ　ソナタ5番　ニ長調　他
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「class」
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：名古屋大学内
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）

 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 -
」

附属図書館友の会トークサロン「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
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
詳細はメユットＨＰ
http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/gakuso/meshuttes/
でお知らせします。

学生支援GP推進室
052-747-6456

12月4日（木） 第7回多文化アートの会
詳細はメユットＨＰ
http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/gakuso/meshuttes/
でお知らせします。

学生支援GP推進室
052-747-6456

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」

場所：博物館展示室
時間：13:00～14:00
演目：未定
入場無料

博物館事務室
052-789-5767

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）
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10日（水） 第5回足モトを見る会
詳細はメユットＨＰ
http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/gakuso/meshuttes/
でお知らせします。

学生支援GP推進室
052-747-6456

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13日(土) 野鳥観察会
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）

博物館事務室
052-789-5767



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7F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
2008年度名古屋大学論文コン
テスト

詳細未定
高等教育研究センター事務室
052-789-5696

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/

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
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