
平成２２年２月２３日 
 

 

 

平成２１年度 第１０回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 国際交流推進会議「アジア域内の大学間交流と東アジア共同体構想」の開催について 
（資料１） 

 
２ 名古屋大学シーズ発表会を米国ノースカロライナで開催（資料２） 
 
３ 個別学力検査（二次試験）の実施について（資料３） 

 

 ４ 教養教育院教養教育推進室の設置について（資料４） 

 

 ５ NU Research（名古屋大学の学術研究論文紹介サイト）開設について（資料５） 

 

 ６ 寄附研究部門の設置について（資料６） 

 

６ 今後の本学の行事予定（資料７） 

 

 ７ その他 

        次回開催日について







資料２ 

 

名古屋大学シーズ発表会を米国ノースカロライナで開催 
 

日  時：２月１０日（水） 

場  所：シェラトン・インペリアル・ホテル＆コンベンションセンター（ノースカロライナ州

ダーラム） 

来場者数：約２００名 

主  催：名古屋大学、科学技術振興機構 

目  的：文部科学省の委託事業の一環として、名古屋大学及び中部地域関連大学（名古屋工業

大学、浜松医科大学、岐阜大学、三重大学、豊橋技術科学大学、名古屋市立大学）の

先進的な研究の発表を、多くの企業や大学や研究施設が集まる全米で最大規模の研究

地域のリサーチ・トライアングル・パークがあるノースカロライナ州ダーラムで開催

することにより、国際的な産学官連携を推進し、外国企業との積極的な連携の促進を

図る。 

内  容： 

○挨拶  濵口総長、大濱米国ワシントン D.C.事務所長（科学技術振興機構）  

○基調講演  レイ・ウッド氏（エーザイＮＣ研究担当副社長） 

○名古屋大学及び中部地域関連大学によるシーズ発表 

○ランチセッション  中部経済産業局、アイシン・エィ・ダブリュ（株） 

○ベンチャー企業によるデモンストレーション、ビデオ等による技術展示、ポスター展示 

 

 

 

関係大学を訪問 

 

 ２月１０日（水） 

ノースカロライナ州立大学（NCSU）を訪問、ジム・ウッドワード学長と関係者を交え懇談 

 

２月１１日（木） 

ノースカロライナ大学チャペルヒル校を訪問、ホールデン・スロップ学長と関係者を交え懇談 

 

２月１２日（金） 

デューク大学を訪問、留学生の交換等について意見交換 

 

 

 

 



確定数

募集人員 志願者数 志願倍率 募集人員 志願者数 志願倍率 募集人員 志願者数 志願倍率

110 281 2.6 15 58 3.9

50 170 3.4 15 42 2.8

100 281 2.8 45 116 2.6

165 558 3.4 40 113 2.8

27 86 3.2 8 16 2.0

28 137 4.9 8 20 2.5

55 223 4.1 16 36 2.3

210 550 2.6 60 138 2.3

90 284 3.2 5 31 6.2 12 30 2.5

看 護 学 専 攻 45 129 2.9 35 67 1.9

放射線技術科学専攻 30 90 3.0 10 25 2.5

検査技術科学専攻 25 88 3.5 15 34 2.3

理 学 療 法 学 専 攻 13 46 3.5 7 33 4.7

作 業 療 法 学 専 攻 13 26 2.0 7 7 1.0

計 126 379 3.0 74 166 2.2
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平成22年度名古屋大学一般入試・推薦入試出願状況

推薦入試
学　部　・　学　科　等　名

216 663 3.1 5 31 6.2 86 196 2.3

135 365 2.7 15 40 2.7

171 487 2.8 19 38 2.0

153 389 2.5 17 35 2.1

144 431 3.0 16 60 3.8

63 180 2.9 7 23 3.3

666 1,852 2.8 74 196 2.6

27 71 2.6 8 24 3.0

43 124 2.9 12 52 4.3

66 187 2.8 14 56 4.0

136 382 2.8 34 132 3.9
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1,708 5,153 3.0 3 26 8.7 383 1,115 2.9
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資料４ 

 

教養教育院教養教育推進室の設置について 

組織名 教養教育院 設置予定年月日 平成２２年４月１日 

設 

 

 

置 

 

 

 

名

称 

教養教育推進室  教材開発部門 

           ライティング支援部門 

        アカデミック・イングリッシュ支援部門 

設

置

目

的

及

び

概

要 

 

１．設置目的  

グローバル化する知識基盤社会、学習社会にあって、大学は社会からの信頼に

応え、国際的通用性を備えた、質の高い教育を行うことが求められており、本学

が学術憲章の基本目標として表明している「国内外での指導的役割を果たしうる

人材の養成」を実現するためには、達成すべき「学習成果」を明確にし、確かな

「学士力」を養うことが必要である。 

また、「学士力」等の「学習成果」は、専門基礎教育や専門教育等の特定の区

分の科目のみではなく、あらゆる教育活動の中で達成し、培われるものであるた

め、今日の教養教育における質の保証は喫緊の課題となっている。 

そのため、名古屋大学教養教育院に「教養教育推進室」を設置し、その下に「教

材開発部門」、「ライティング支援部門」、「アカデミック・イングリッシュ支

援部門」の３部門を置き、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）

を活用した教育効果の高い教材の開発・作成及び国際的発信能力の向上などを目

的とした英語教育の推進等を行うことにより、本学の教養教育の充実と強化を図

るものである。 

 

２．概  要  

教養教育院に次の３部門からなる「教養教育推進室」を置く。 

（１）教材開発部門 

  教養教育院では、平成 16 年度から 3年間にわたり文部科学省の特別教育研

究経費の交付を受け、「教養教育段階で質の高い教育効果を達成するための

自主的学習環境の整備・充実 ―e-Learning を活用した自主的学習支援事業

―」を推進し、その成果として、リメディアル教育、先進学習、大学初年次

科目、社会人基礎力養成などの分野において、ＩＣＴを活用した学習意欲を

向上させ教育効果の高い教材の開発・作成が重要であることが認識されてい

る。こうした認識を踏まえ、本学の教養教育の目標、カリキュラム、個々の

学生の資質や能力にきめ細やかに対応し、ＩＣＴを活用した教育効果が高く、

質の良い電子教材を継続して作成し運用していくために、現在、学習教材の

開発支援とその利用環境の提供等を行っている情報基盤センター教育情報メ

ディア研究部門と連携し、リメディアル教育、先進的教育など、全学教育に

関わる e-Learning 教材、オンデマンド授業、ＯＣＷ（オープン・コース・ウ

ェア「名大の授業」）などの制作・制作支援・運用の推進について担当し、

より効果的・効率的に機能する体制を構築するとともに、将来にむけて必要

な人的資源を確保し、養成できるよう教養教育院に設置するものである。 

 



  （２）ライティング支援部門 

    本学では、平成 20 年 3 月、「全学教育検討 WG」から提出された報告書『英

語教育の改善について ―国際基準の英語力を目指して―』により、名古屋

大学における英語教育の質保証を行うための英語教育の改善策として、能力

にあった履修コース制度を軸とした全学教育科目「言語文化」（英語）のカ

リキュラムが、平成２１年４月から本学に入学した全 1 年生を対象に実行さ

れている。 

また、同報告書では、本学の英語教育は、学術論文の読解力と論文執筆能

力に主眼を置き、聴解と会話を含めたプレゼンテーション能力の養成を目指

すとし、さらに、学部の専門教育、大学院教育において、専門的な学術論文

読解力と論文執筆能力が磨かれることで、名古屋大学における一貫性のある

英語教育が完成するとされている。 

    このような能力を養成するための英語教育を推進するため、今年度から開

始された英語教育の改善と同様に、学部・研究科ごとに個別的に対応するの

ではなく、全学的な質保証の観点から、教養教育院による全学教育体制を通

じて統一的なカリキュラムのもとに実施するとともに、未修外国語教育につ

いても同様な教育を提供する、外国語を母語とする教員による論文執筆能力

養成のための授業を全学的に共通する大学院科目として開講する等、英語な

どの外国語による国際的発信能力及び本学学生の日本語による学術的文章作

成能力を向上させるとともに、以下のような本学における「学術的な文章を

書くこと」に関わる多様な取り組みを主導し、これらとの連携を含めて段階

的に体制整備を進める。 

    ・中国語・フランス語・ドイツ語等における学術論文執筆能力の向上等 

    ・図書館の「ラーニングコモンズ」における取り組み 

    ・高等教育研究センターでの取り組み 

      学生向け 「論文の書き方講座」、「レポートの書き方講座」 

      将来大学教員を目指す大学院生向け 「書く力をつけさせる」 等 

  

（３）アカデミック・イングリッシュ支援部門 

  本学における英語教育の質保証を行うための英語教育の改善策として、平

成２１年４月から実行されている全学教育科目「言語文化」（英語）のカリ

キュラムを円滑に運営するため、教養教育院言語文化部門に「アカデミック・

イングリッシュ支援室」を置き、全学教育科目の英語教育における、英語検

定試験関係の対応、課外学習（自主学習）等学習支援コミュニティの運営、

電子教材の配信や運用を行うコンテンツサーバー等の保守・管理等の業務を

実施している。これら同支援室が担っている業務をこれまでと同様に円滑に

運営するとともに、更に電子教材の運用を新設する「教材開発部門」と連携

して推進し、今後の英語教育を更に充実するべく、教養教育推進室に｢アカデ

ミック・イングリッシュ支援部門｣として設置（配置転換）し、英語カリキュ

ラムの円滑な運営に万全を期すものである。 

 



資料５ 

 

NU Research（名古屋大学の学術研究論文紹介サイト） 

開設について 

 

（目的） 

１） 文部科学省の補正予算による教育研究高度化のための支援体制整備事業の一環と

して、本学教育研究プロジェクトの優れた研究成果の国際的な情報発信を促進するとと

もに、国際競争力を高め、種々の大学ランキング等の向上など大学の国際的なプレゼン

スを高めるために実施する。名古屋大学の国際ランキングの本学国際部による分析によ

ると、Research Quality (Citations)等の項目は高い評価を受けているが、国際的な一

流の研究者による Peer Review の項目の評価が低いことが明らかになっているおり、名

古屋大学の国際的な知名度を上げることにより、大学ランキング等の向上が期待される。 

２） 名古屋大学は、21 世紀以降 4名のノーベル賞受賞者を輩出しているが、その事実

が、まだ国際的に広く知られているに至っていない。名古屋大学のノーベル賞受賞者を

はじめとしたレベルの高い基礎研究および研究者を世界にアピールすることで、名古屋

大学に、海外から優秀な研究者や学生を引きつけ、名古屋大学が国際的な研究拠点大学

となるために実施する。これにより、世界有数の研究大学としてより充実した大学とな

り、新たなイノベーションを創出できる大学として成長していくことが期待される。 

 

（事業主体）名古屋大学 

（編集発行人）名古屋大学 研究推進室長 馬場嘉信 

（NPGネイチャー・アジアパシフィックのサポート） 

１） 名古屋大学の研究者によって発表された重要論文を毎月３件４００ワード程度

の記事にまとめて紹介し、別途１件のシンポジウム紹介やインタビュー記事を掲載。 

論文の選考は、学内を代表する研究グループからなるアドバイザリーボード（高等

研究院、GCOE、最先端研究開発支援プログラム）が論文を推薦し、同じく学内に設置

したエディトリアルボードが選考する。 

 ２） ウェブサイトの制作、管理（Nature のサーバ上に開設する） 

  ３） ネイチャージャパンが運営する Natureasia.com にウェブサイト開設中バナー広

告を掲載するとともに、学術雑誌 Nature 読者へ３回、Nature Chemistry 読者へ１回、

Nature Physics 読者へ１回、Nature Geoscience 読者へ１回、Nature Medicine 読者へ

１回、及び AdHoc 読者へ１回電子メールに広告を掲載する。 

 ４） 冊子制作 契約期間中のコンテンツを取りまとめた冊子の制作を行う。 

（掲載期間）平成２２年２月２５日～平成２３年２月２４日（２年目以降未定） 

 

 

 





資料６ 

 
寄附研究部門の設置について 

 

 大 学 等 名  
(学部・学科等名）  

 名 古 屋 大 学  
(エコトピア科学研究所）  

寄附講座  
等の名称  

エネルギーシステム（中部電力）

寄附研究部門  

 設 置 期 間   平成２２年 ４月 １日～平成２６年 ３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  

寄附研究部  
門教授  

  はない まさひろ 
 花井 正広  

 H２２年４月１日～ H２６年３月３１日  
 （株式会社東芝電力・社会システム技術開発セン  
 ター送変電機器開発部高電圧技術担当主幹）  

 

寄附研究部  
門准教授  

  こじま  ひろき 
 小島 寛樹  

 H２２年４月１日～ H２６年３月３１日  
 （名古屋大学エコトピア科学研究所寄附研究部門  
 助教）  

 

寄 附 者  

寄 附 者 名    中部電力株式会社 代表取締役社長 三田 敏雄  

所  在   地    〒461-8680 名古屋市東区東新町１番地  

寄 附 金 額    総額 120,000,000円  

教育研究  
の概要  

  現代社会を将来に亘り持続的に発展させるために、電気エネルギーシステムの果たす役割は

ますます重要さを増しており、省エネルギー社会におけるエネルギーシステムの最適化、基幹  
電源系統と分散エネルギーとの協調、エネルギーセキュリティを確保した電力流通システムの  
構築、環境と調和した高効率・高信頼な電気エネルギーシステムの構築、新技術適用の社会的  
合意形成など多くの研究課題が存在する。  
  本寄附研究部門では、これらの研究課題に基づき、次世代の持続的発展・低炭素社会を支え  
る環境調和・高機能型電気エネルギーシステムを構築するため、以下の個別研究テーマを推進  
する。  
   （１） 材料－機器－システムの総合的評価  
   （２） 電力機器の監視・診断技術の高度化  
   （３） IT融合型最適送電システム（IGMS）の最適運用・保守戦略  
   （４） スマートグリッド，IGMSと超電導技術との協調技術（Super-IGMS構想）  
  本寄附研究部門では、上記のような持続的発展・低炭素社会に向けた電気エネルギーシステ  
ムを目指した研究を、材料、機器技術からシステム評価に亘る広い視点に立って機器とシステ  
ムの協調を図りつつ研究を遂行する。また、このような寄附研究部門での研究活動を通じて、  
将来の研究者教育を実施し、エネルギー分野における指導的役割を果たす人材の教育・育成に  
寄与する。さらに，産学連携・学学連携および中部パワーアカデミーとの連携により、社会と  
の融合・情報発信、地域大学との連携・教育支援を推進する。  

備  考   平成２１年１２月２４日 エコトピア科学研究所部門長会議承認  
 平成２２年 ２月 １日 設置決定（総長承認）  

 



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・教育研究評議会

○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、農学部・生命農学研究科、国際開発研究科、環境学研
究科）
研究科委員会(医学系研究科）

8日（月）
教授会（理学部・理学研究科）
研究科委員会（理学研究科）

10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、法学部・法学研究科、
経済学部・経済学研究科、情報文化学部、工学部・工学研究科、多元数理科学研究科、
情報科学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）
代議員会（人間情報学研究科）

12日（金）
教授会（農学部・生命農学研究科）
センター会議（高等教育研究センター）

17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）
研究科委員会(医学系研究科）
学科会議（医学部保健学科）

18日（木） 教授会（太陽地球環境研究所）

19日（金） 教授会（環境医学研究所）

24日（水） 教授会（文学部・文学研究科、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22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

2月27日（土）
第32回博物館コンサート（NUMCo)
「モンゴルの旧正月によせて～モン
ゴルの伝統民族楽器とホーミー」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～
演奏者：デリへイ氏
内容：民族楽器の紹介と演奏
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月27日（土）～
28日（日）

名古屋市科学館共催事業
第4回地球教室「鉱物をさがそう」

場所：博物館、蒲郡市生命の海科学館
時間：14：00～16：30（2/27）、9：00～16：30（2/28）
テーマ：「鉱物をさがそう！」
対象：小学3年生から中学3年生とその保護者
　　　　（中学生個人参加可）
定員：30名
参加費：1000円

博物館事務室
052-789-5767

2月27日（土）、
3月13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
定員：10名

博物館事務室
052-789-5767

2月27日（土）、
3月13日（土）、
3月27日（土）、
4月10日（土）、
4月24日（土）

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

2月28日（日）
東海がんプロフェッショナル養成プ
ラン
平成21年度第2回合同セミナー

場所：東急ホテル
時間：13：00～17：00
テーマ：「世界標準の化学療法を目指して」
講演者：竹下明裕氏（浜松医科大学准教授）、久保昭仁氏
（愛知医科大学准教授）、鶴見　寿氏（岐阜大学准教授）、
矢野大仁氏（岐阜大学講師）、澤　祥幸氏（岐阜市民病院
部長）石黒　崇氏（岐阜市民病院）
対象：医療従事者、学生
入場料：無料

医学部・医学系研究科
学務課
052-744-1981

2月28日（日）～3
月2日（火）

グローバルＣＯＥプログラム「宇宙
基礎原理の探求」
2010国際ワークショップ

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～17：00（2/28）、9：00～17：00（3/1、2）
テーマ：「Multi-Phase Interstellar Medium and Dynamics of
Star Formation」

GCOE事務局
052-788-6195

2月28日（日）～3
月2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」
第1回名古屋大学・南京大学
気候・環境研究合同ワークショップ

場所：南京大学（中国江蘇省南京市）
講演題目：「Anthropogenic Change of East Asian
Climate」、「Mega cities(and rapid urbanization) in China
and its Impact on environment in various scales」他
内容：名古屋大学と南京大学の学術交流協定にもとづき、
共同研究の推進と教育交流を目的とした第1回ワークショッ
プを開催

GCOE事務局
052-747-6521、6529

3月1日（月）
教育学部附属高等学校
卒業式

場所：豊田講堂
時間：10：00～11：00

教育学部附属学校
副校長　齋藤眞子
052-789-2680



3月2日（火）、
3月23日（火）

農学国際教育協力研究センター
第7回、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：15：30～17：00（両日）
講演題目：「JICAのアフガニスタン支援：その現状と可能
性」（3/2）
講演者：花里信彦氏（農学国際教育協力研究センター客員
教授、JICAアフガニスタン事務所所長）
講演内容：未定（3/23）
講演者：チャイ・チム（農学国際教育協力研究センター客員
研究員、カンボジア王立農業大学研究助手）
入場料：無料

農学国際教育協力研究センター
教授　浅沼修一（3/2)
052-789-4232
教授　松本哲男（3/23）
052-789-4240

3月4日（木）

文部科学省・先端研究施設共用促
進事業
第3回名大京大連携報告会
「高性能電子顕微鏡群によるナノ・
バイオサイエンス支援事業」
「エネルギー機器材料の創製と保
全研究のための産業利用支援」

場所：熊本県崇城大学ホール
時間：12：30～17：00
基調講演：「先端研究施設の共用とイノベーション創出」
講演者：能見　正氏（文部科学省研究振興局）
入場料：無料

エコトピア科学研究所
教授　田中信夫
052-789-3632

3月4日（木） 第20回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：14：00～16：00
講演者：長澤寛道氏（東京大学教授）、林　秀弥（法政国際
教育協力研究センター准教授）

研究協力部
研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

3月4日（木）
附属図書館友の会トークサロン
第19回ふみよむゆふべ

場所：中央図書館5階大会議室
時間：18：00～19：30
講演題目：「ギリシア人の考えた『美しい死』：テュルタイオ
スのエレゲイアを読む」
講演者：吉武純夫（文学研究科准教授）
入場料：無料

附属図書館友の会事務局
052-789-3666

3月6日（土）

地域がん診療連携拠点病院
東海がんプロフェッショナル養成プ
ラン
平成21年度市民公開講座

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～16：00
定員：200名（先着順）
参加費：無料

医学部医学系研究科医事課
がん拠点病院事務局
052-744-2849

3月6日（土）
文学研究科
公開シンポジウム

場所：文学部棟237講義室
時間：13：00～16：15
テーマ：「貨幣が語る世界史」

文学研究科
西洋史学研究室
052-789-2267

3月6日（土）
理学研究科
タウ・レプトン物理研究センター
一般向け企画「ＬＨＣ実験はじまる」

場所：野依記念学術交流館
時間：14：00～
講演者：花垣和則氏（大阪大学）、山崎祐司氏（神戸大
学）、戸本　誠（理学研究科准教授）
内容：スイスで始まった世界最高エネルギーＬＨＣ素粒子実
験の現場で活躍する研究者を招き、素粒子物理学の基礎
知識から最先端研究まで解り易く解説
入場料：無料

理学系研究科
准教授　戸本　誠
052-789-5505

3月7日（日） 国際交流推進会議

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：9：00～17：50
テーマ：「アジア域内の大学間交流と東アジア共同体構想」
基調講演：「アジア地域における大学間交流の現状と課
題」
講演者：Gwang-Jo Kim氏（UNESCOバンコク事務所長）
入場料：無料

国際部国際企画課
052-789-2042



3月7日（日）

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（THP)養
成コース
公開シンポジウム

場所：ホテル名古屋ガーデンパレス3階　葵・泉
時間：10：00～17：00
テーマ：「患者・家族中心の在宅療養を実現するために～
住み慣れた地域で、家族との生活を支える多職種協働～」
基調講演：「Patient-and Family-Centered Care,the
Philosophy and Clinical Implication」
講演者：Terry Griffin氏(St.Alexius Medical
Center,RNC,MS,NNP)
基調講演：「日本の在宅介護者の現状と支援体制の課題
－欧米との比較から－」
講演者：三富紀敬氏（静岡大学教授）

医学部保健学科
大学院GP事務室
thp@met.nagoya-u.ac.jp

3月8日（月）

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」
国際研究集会

場所：名鉄ニューグランドホテル
時間：9：00～
テーマ：「有機エレクトロニクス/スピントロニクスに関する国
際研究集会」
参加費：無料

物質科学国際研究センター
教授　阿波賀　邦夫
052-789-2487

3月13日（土）
大学教育改革フォーラムｉｎ東海
2010

場所：ＩＢ電子情報館
時間：10：00～17：50
入場料：無料

高等教育研究センター
准教授　近田政博
052-789-5696

3月15日（月）
国際言語文化研究科
「スーザン・マニング教授講演会」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：14：30～
テーマ：「大西洋を越えたドイツ表現舞踊」
講演者：スーザン・マニング氏（ノースウエスタン大学教授）
コメンテーター：石井達朗氏（慶応大学名誉教授）
入場料：無料

国際言語文化研究科
准教授　山口庸子
k46439a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp

3月15日（月）～
16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」
国際シンポジウム

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：9：30～17：45（3/15）、10：00～17：15（3/16）
テーマ：「アジアにおける複合的環境問題をどう解くか－地
球学から基礎・臨床環境学への展開－」
入場料：無料

GCOE事務局
052-747-6521

3月18日（木）
医学部・医学系研究科
動物慰霊祭

場所：医学系研究科医学教育研究支援センター供養碑前
時間：14：00～14：45

医学系研究科医学教育研究支援
センター
実験動物部門
052-744-2469

3月19日（金）
教育学部附属学校
終業式

場所：教育学部附属学校第1体育館
教育学部附属学校
副校長　齋藤眞子
052-789-2680

3月19日（金） 第3回高等研究院レクチャー
場所：野依記念学術交流館
時間：16：00～
講演者：杉山　直（理学研究科教授）他

研究協力部
研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

3月19日（金）
第33回博物館コンサート（NUMCo)
「早春の音楽会Ⅱ（ソプラノ＋弦楽
四重奏）」

場所：博物館講義室
時間：14：00～15：00
演奏者：カルテット・フリーセント、本田美香氏（ソプラノ）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月19日（金）
環境医学研究所
動物慰霊祭

場所：環境医学研究所動物慰霊碑前
時間：13：00～13：30
対象：所内関係者

研究所事務部
第2庶務掛
052-789-3886



3月23日（火）
リフレッシュ！！
介護ストレス吹き飛ばそう！

場所：イトーヨーカドー犬山店
時間：10：30～15：30
講演題目：「笑顔で家族とコミュニケーション！！今日から
できる笑み筋体操 Ｒ」
講演者：堀　容子（保健学科准教授）
講演題目：「食べてイキイキ介護生活！！栄養満点簡単レ
シピ」
講演者：丸山智美氏（金城学院大学准教授）
入場料：無料

医学部保健学科
准教授　堀　容子
052-719-1922

3月23日(火)
平成21年度第2期
高大連携・ものづくり公開講座

場所：ＩＢ電子情報館北棟10階創造工学センター
時間：10：00～16：30
テーマ：「スターリングエンジン」（機械工作チーム）、
　　　　　「テルミン」（電子回路工作コース）
募集人員：最大30名まで（グループ制）
対象者：高校生（所属高校を通しての参加）

工学研究科創造工学センター
ものづくり公開講座
052-789-3788

3月23日（火）
～7月10日（土）
（日・月曜日休
館）

第13回博物館特別展
名古屋大学博物館・南山大学人類
学博物館合同企画
 「縄文のタイムカプセル-貝塚-」

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月24日(水)

環境学研究科
しんきん環境事業イノベーション寄
附講座
第3回環境学公開講演会

場所：西尾信用金庫本店1階会議室
時間：14：00～16：00
テーマ：「生物多様性を理解するために-生物多様性を保
全する環境調和社会の実現-」
講演者：佐野　充（環境学研究科教授）、林　誠司（環境学
研究科講師）、安田公昭（環境学研究科寄附講座教授）

環境学研究科寄附講座
准教授　河原一夫
052-788-6550

3月25日（木）
名古屋大学
平成21年度卒業式

場所：豊田講堂
時間：10：00～（大学院）、11：50頃～（学部）

学務部学務企画課
052-789-2159

3月25日（木） 総長顕彰授与式
場所：豊田講堂会議室
時間：卒業式終了後

学務部学務企画課
052-789-2159

3月31日（水）
総合運動場改修工事
竣工記念式典

場所：総合運動場
時間：11：00頃
参加者：総合保健体育科学センター関係者及び総長
内容：陸上競技部による競技会の実施等

総合保健体育科学センター
教授　池上康男
052-789-3959

3月31日（水） 名古屋大学レクチャー

場所：豊田講堂
時間：午後
講演者：杉浦昌弘（名誉教授）,竹市雅俊氏（理化学研究所
発生・再生科学総合研究センター所長）
入場料：無料

研究協力部
研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

4月5日（月）
名古屋大学
平成22年度入学式

場所：豊田講堂
時間：10：00～（大学院）、11：15頃～（学部）

学務部学務企画課
052-789-2159

4月22日（木）、
5月29日（土）、
6月22日（火）

第13回博物館特別展
名古屋大学博物館・南山大学人類
学博物館合同企画
 「縄文のタイムカプセル-貝塚-」
関連講演会

場所：博物館展示室
時間：13：30～
講演題目：「縄文人と動物」（4/22）
講演者：西本豊弘氏（国立歴史民族博物館）
講演題目：「北方の原風景－根室の自然と野生動物」
（5/29）
講演者：佐藤紳司（理学研究科助教）
講演題目：「縄文土器はなかった」（6/22）
講演者：大塚達朗氏（南山大学教授）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767



4月26日（月） 第58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：「音で探る海溝型地震」
講演者：田所敬一（環境学研究科准教授）
入場料：無料

災害対策室
052-788-6038
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