
平成２２年６月２日 
 

 

 

平成２２年度 第２回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 名古屋大学特別教授の称号付与について（資料１） 
 
２ 名古屋大学ヨーロッパセンターの開設及び日独学長会議について（資料２） 
 
３ 科学技術振興調整費の採択について（資料３） 
 
４ 総長による全学教育科目の授業の実施について（資料４） 
 
５ 第５１回名大祭の開催について（資料５） 
 
６ 第４９回全国七大学総合体育大会の開催について（資料６） 
 
７ 「宇宙をみる望遠鏡原子をみる顕微鏡」講演会の開催について（資料７） 
 

８ 今後の本学の行事予定（資料８） 
 

９ 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

氏　名 生年月日 称号授与予定日

1 塩野谷　祐一 S7.1.2
文化功労者

（平成14.11)
経済学部卒業

（昭和28年3月）
現在調整中

2 森　重文 S26.2.23

フィールズ賞
（平成2.8)
文化功労者

（平成2.11）

理学部教員
(教授､助教授､講師)

(昭和55年7月
～平成2年3月）

現在調整中

資　格



資料２ 

ヨーロッパセンター開所式について 

 

日 時：  平成 22年 5月 19日（水）12:00‐15:00 
会 場：  名古屋大学ヨーロッパセンター及びコロンビホテル 

（ドイツ・フライブルク） 
 

出席者：  計 24名 
バーデン‐ビュルテンベルク州科学研究芸術大臣 
同 国際・EU関係担当 
フライブルク大学学長 
同 部局長、国際関係オフィス長等 6名 
ストラスブール大学副学長 
オートアルザス大学副学長 
在ドイツ日本大使館一等書記官  
日本学術振興会（JSPS）ボン研究連絡センター長  
日仏大学会館長 
グダニスク医科大学化学部長 
愛知教育大学長 
同 教授等 2名 
名古屋大学総長、副総長等 6名 

 

プログラム： 
【第一部】  場所：名古屋大学ヨーロッパセンター 
12:00‐12:15  バーデン‐ビュルテンベルク州科学研究芸術大臣及びフライブルク大学学

長からの祝辞 
12:15‐12:25  濵口総長からの挨拶 
12:25‐12:30  テープカット 
12:30‐12:35  記念品交換 
12:35 ‐12:40  写真撮影 
12:40‐12:50  記者からの質問 
 

【第二部】  場所：コロンビホテル 『サロン・インスブルック』 
13:00  乾杯（フライブルク大学学長） 
13:00‐14:10  昼食 
14:10‐14:25  関係者からの挨拶（4名） 

在ドイツ日本大使館一等書記官、ストラスブール大学副学長、グダニス

ク医科大学化学部長、JSPSボン研究連絡センター長 
14:25‐14:50  渡辺副総長によるプレゼン 
14:50  閉会挨拶 

 
 
 
 
 
 



名古屋大学ヨーロッパセンター概要 
 

 

名 称：  名古屋大学ヨーロッパセンター 

    （英語）European Center of Nagoya University   

    （ドイツ語）Europazentrum der Universität Nagoya   

所在地：  Milchstrasse 3/3a, 79098 Freiburg i.Br., Germany 

  （フライブルク・イム・ブライスガウ市は、ドイツ、

スイス、フランスの国境付近） 

電 話：  (+49) (0)761/203‐5453 

Fax：    (+49) (0)761/203‐5456 

Email（暫定）：  natalie.konomi@zuv.uni‐freiburg.de 

運 営：  センター長  渡辺 芳人 副総長 

駐在スタッフ 許斐
こ の み

 ナタリー 特任准教授 

 

主な業務内容：   

1. ヨーロッパにおける本学の教育，研究，国際交流，法情報等に係る情報の発信に

関する業務 

2. 本学とヨーロッパの機関等との留学交流の推進・支援に関する業務 

3. 本学とヨーロッパの機関等との産学連携の推進・支援に関する業務 

4. ヨーロッパにおける国際交流，留学生等に係る情報の収集に関する業務 

5. 本学とヨーロッパの機関等との研究交流の推進・支援に関する業務 

6. 本学とヨーロッパの機関等との連絡調整に関する業務 

7. その他センターの設置目的を達成するために必要な業務 

 

 

（センター内イメージ） 



日独学長会議について 

 

開催日：  平成 22年 5月 17日(月)、18日(火) 
場 所：  ドイツ・ベルリン 
参加者：  【ドイツ側】ノルトライン‐ヴェストファーレン州科学・革新・研究・

技術担当副大臣及び大学学長、高等教育関係機関代表者等 計 91名 
【日本側】在ドイツ日本大使、文部科学省、大学学長、高等教育関係機

関代表者等 計 86名 
本学からは、濵口総長、渡辺副総長等が出席 

テーマ：  日独における高等教育改革－共通の課題、協力の契機 
概 要：  上記テーマに基づき、基調講演及び具体的なテーマに基づくパネルディ

スカッション等が行われ、日独双方の高等教育の現状及び課題について

の議論が行われた。 
 

日 程： 
5月 17日(月) 
10：30～12：00  ドイツ連邦教育研究省との会合 

会場：Seminaris Science and Conference Center, Berlin 
挨拶・講演：Dr. Christian Stienen (ドイツ教育研究省アジアオセアニア課長) 

 

14：00～17：30  日独学長会議(1日目) 
会場：Seminaris Science and Conference Center, Berlin 
・ 基調講演 
・ パネルディスカッション：『教育・学習・研究のエクセレンスを支援するための最良

の方法について』 
 

18：30～21：00  ノルトライン‐ヴェストファーレン州(NRW)科学・革新・研究・技術担

当大臣主催レセプション 
会場：Landesvertretung NRW, Hiroshimastraβe 12‐16, 10785 Berlin 

 

5月 18日(火) 
9：00～15：30  日独学長会議(2日目) 

会場：ベルリン日独センター Saargemuder Straβe 2, 14195 Berlin 
 第 1 セッション：『変遷する大学運営－アカデミックな自治からトップダウンマネ

ジメントへの移行か』 
 第 2セッション：『大学の戦略的国際化ならびに共同活動のチャンス』 
 パネルディスカッション：『21 世紀の大学－大学として如何にグローバル化の課題

に対処し得るか』 
 

16：00～17：00  フンボルト大学主催レセプション 
会場：森鴎外記念館 Luisenstrasse 39, 10117 Berlin 

 

19：00～21：00  在ドイツ日本大使館主催レセプション 
会場：日本大使館 Hiroshimastraβe 6, 10785 Berlin 



資料３ 

 
平成２２年度科学技術振興調整費の採択について 

 

文部科学省において公募されていた平成２２年度科学技術振興調整費に名古

屋大学から以下の事業が採択されました。 

 

（女性研究者養成システム改革加速） 

公募内容：多様な人材の養成・確保及び男女共同参画の推進の観点から、特に

女性研究者の採用割合等が低い分野である、理学系･工学系･農学系

の研究を行う優れた女性研究者の養成を加速する。 

     本プログラムを実施し、機関におけるシステム改革に効果的な分

野・規模で当該女性研究者の採用を行うことにより、人材の多様化、

研究の活性化及び男女共同参画意識の醸成、さらには、機関として

本来取り組まなければならない柔軟な組織編成や環境整備等を同時

に促進し、総合的なシステム改革の構築を目指す。 

 

提案課題名：「名古屋大学方式 女性研究者採用加速・育成プログラム」 

 

課題概要：理・工・農学系女性研究者を5年度目までに29名（教授4名、准教授5

名、助教20名）安定的な職に採用する。真に優秀な女性研究者獲得

のため、教授・准教授（ＰＩ）採用の一部には、全学流用定員によ

る「女性ＰＩ枠」を設け、理・工・農学系部局の合同公募を実施す

る。また「発展型ポジティブ・アクション」の継続実施により、助

教採用を加速する。新規養成女性研究者には、(1)3年間の特別研究

費配分、(2)高等教育研究センターと連携したメンタリングシステム

導入、(3)育児中の支援員配置など全学的支援体制を整える。既在籍

女性研究者のキャリア育成を支援し、積極的に女性ＰＩを増加させ

ることで、女性研究者増加の為のシステム改革を実行する。 



資料４ 
名古屋大学 大学文書資料室（Nagoya University Archives） 

 

in「名大の歴史をたどる」 
（全学教育科目） 

 
 

◇日 時 平成 22 年 ６月 22 日（火） 

午前８時 45 分～10 時 15 分 
 

◇場 所 ＩＢ電子情報館 大講義室 

 

 

◇テーマ ２１世紀の名古屋大学 

 
全学教育科目「名大の歴史をたどる」は、大学文書資料室（池内 敏 室長）が、

例年前期（主に 1 年生対象）に開講している講義です。全 15 回の講義は総説編と
各説編に分かれますが、濵口道成総長には総説編の最終回として、これからの名古
屋大学についてお話しいただきます。 

 
 
     

この講義は、総長による特別講義であるため、
教室収容定員を超えない範囲で、正規の受講生
以外の特別聴講も認めることしています（名大
の学生および教職員等に限ります。聴講者が多

数の場合は、入室をお断りすることがあります。） 
また、マスコミ関係者の聴講も認めますが、

講義時間内におけるご発言等はお控えください。 
 
【お問合せ先】名古屋大学 大学文書資料室 

052－789－2046 

nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp 

 



資料５ 

 

 

平成 22 年度第 51 回名大祭 

 

開催期間：平成22年６月３日（木）午後 ～ 平成22年６月6日（日）（3.5日間） 

開催場所：名古屋大学東山キャンパス 

テーマ： 「だって，笑顔でいたいじゃない。」 

主催：名大祭本部実行委員会 

参加者：学内外から期間中推定延べ４万人来場（昨年度）。 

 

主な企画： 

   ６月４日（金）17:00～20:00  第3グリーンベルト 

    「第５回名大祭盆踊り～おもいッきりBON～」 

      ※ 地域住民の方々との協力企画。 

    

   ６月５日（土）13:00～15:30  経済学部カンファレンスホール 

    「明日の自分に～名古屋大学卒業生による講演会～」 

      ※ 本学卒業生であるノーベル物理学賞受賞者・益川敏英特別教授と，中部日本 

       放送アナウンサー若狭敬一氏を講師として招き，「学ぶ」とは何かを考える。 

 

   6 月 6 日（日）13:00～15:00 ＩＢ電子情報館中棟 大講義室 

    「名大生によるシンポジウム～名大生，こんなこと考えてますっ！～」 

      ※ ＣＯＰ１０支援実行委員会の連携協力を得て，生物多様性を巡る問 

       題をテーマに，本学エコトピア科学研究所 林 希一郎教授の基調講演， 

       本学大学院生 6 名をパネリストとするパネルディスカッションを行 

       う。 

 

   ※ その他，サークル・有志団体の発表企画，研究室公開，学術企画，スポー 

    ツ企画，模擬店，フリーマーケット，古本市など 100 余りの企画を実施。 





資料６ 
第４９回全国七大学総合体育大会 

 
 
大会概要： 
   ・ 旧七帝大の運動部が，毎年，主管校持ち回りで実施。平成 22 年度第 49 回 
    大会は，名古屋大学が主管校となって開催する。 
   ・ 昭和 37 年に北海道大学主管により第１回大会を開催。以降，種目・参加者 
    数を増やしながら，第 49 回大会に至る。 
   ・ 七大戦（ななだいせん）・七帝戦（しちていせん）とも呼ばれる。 
   ・ 男女合わせて 41 種目の競技を行い，参加者は 7,500 名を超える。 
   ・ 種目別成績とともに，大学間での総合成績も争っている。 
 
理    念：次の５点を大会の理念としている。 
       ・真のアマチュアリズムの追求 ・学生の手による自主運営  
       ・競技レベルの向上 ・七大学の親睦 ・運営費の削減  
 
主  管：名古屋大学体育会 
 
主  催：名古屋大学体育会 北海道大学体育会 東北大学学友会体育部  
     東京大学運動会 京都大学体育会 大阪大学体育会  
      九州大学体育総務委員会 
 
特別協賛：社団法人 学士会 
 
後  援：愛知県 愛知県教育委員会 名古屋市 名古屋市教育委員会 
     中日新聞社 朝日新聞社 毎日新聞社 読売新聞社 中部日本放送 
     東海テレビ放送 メ～テレ 中京テレビ放送（株） テレビ愛知 
     FM AICHI 全日本空輸株式会社 中部国際空港株式会社 （順不同） 
 
開 会 式：平成 22 年 7 月 3 日（土）15:00～ 於：豊田講堂ホール 
      
競技種目・開催日程・場所： 
         男女合わせて 41 種目，6 月～9 月を中心に開催。 
     （詳細は別紙「日程・会場一覧」を参照。） 
 
 
 ※ 現在，冬季・春季種目 4 競技（ｱｲｽﾎｯｹｰ・ｽｷｰ・航空・馬術）が終了し， 
   現時点で名古屋大学が総合 1 位。 

 
 



平成２２年５月現在

競技名 日程 会場

邦和ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾄﾘﾝｸ(12.10-12.11/12.15-12.17)

日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅｱｲｽﾘﾝｸ(12.12-12.14)

スキー（※実施済み） 12月29日（火）～1月4日（月） 野沢温泉スキー場

航空（※実施済み） 2月25日（木）～3月2日（火） 関宿滑空場

馬術（※実施済み） 2月27日（土）～28日（日） 名古屋大学附属農場馬場

柔道
6月11日（金）～13日（日）
※11日準備・練習日

愛知県武道館第３競技場

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男子 千種スポーツセンター第１競技場(6.28-7.1)

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女子 東スポーツセンター第１競技場(7.2-7.3)

※開会式 7月3日（土） 名古屋大学豊田講堂

硬式庭球男子 茨木テニスクラブ(7.5)

硬式庭球女子 桑名市総合運動公園テニスコート(7.6-7.9)

ヨット
7月9日（金）～11日（日）
※9日準備日

海陽ヨットハーバー

少林寺拳法
7月3日（土）・4日（日）
※3日準備日

名古屋大学第１・第２体育館

水泳男子

水泳女子

剣道男子

剣道女子

空手男子

空手女子

陸上競技男子

陸上競技女子

応援団（※演舞会）
8月6日（金）～8月7日（土）
※6日準備日

名古屋大学豊田講堂

ラクロス男子 8月6日（金）～9日（月） 名古屋大学山の上グラウンド

刈谷球場(8.8-8.10)

碧南臨海公園グラウンド(8.11)

ラクロス女子 8月10日（火）～13日（金） 名古屋大学山の上グラウンド

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子 名古屋大学第１体育館(8.8)

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子 北スポーツセンター(8.9-8.12)

フェンシング 8月20日（金）～21日（土） 東北大学川内体育館

準硬式野球
8月10日（火）～14日（土）
※14日予備日

名古屋大学山の上野球場

バドミントン男子

バドミントン女子

体操
8月13日（金）～8月14日(土）
※13日準備・練習日

日本ガイシスポーツプラザ第２競技場

ハンドボール
8月17日（火）～19日（木）
8月21日（土）～23日（月）

北スポーツセンター第１競技場

相撲 8月22日（日） 瑞穂運動場相撲場

弓道女子
8月23日（月）～25日（水）
※23日準備・練習日

名古屋大学弓道場

弓道男子
8月26日（木）～28日（土）
※26日準備・練習日

名古屋大学弓道場

アーチェリー
9月3日（金）～9月5日（日）
※3日準備日

岡崎総合運動場陸上競技場

9月5日（日） 池の平ワンダーランド【ダート競技】

9月6日（月） キョウセイドライバーランド【ジムカーナ競技】

ソフトボール 9月7日（火）～8日（水） 安城市総合運動公園ソフトボール場

ゴルフ
9月7日（火）～9日（木）
※7日練習日

笹戸カントリークラブ

ソフトテニス男子

ソフトテニス女子

卓球男子

卓球女子

※閉会式 9月25日（土） 名古屋大学野依記念学術交流館

名古屋大学第１・第２体育館

7月17日（土）・18日（日）

7月31日（土）～8月1日（日） 瑞穂運動場陸上競技場

9月12日（日）～17日（金）
※12日準備・練習日

9月7日（火）～9日（木） 瑞穂運動場テニスコート

硬式野球
8月8日（日）～11日（水）
※11日予備日

8月10日（火）～15日（日） 中村スポーツセンター第１競技場

名古屋大学第１・第２体育館

8月8日（日）～8月12日（木）

第４９回全国七大学総合体育大会　日程・会場一覧(予定）

自動車

アイスホッケー（※実施済み） 12月10日（木）～17日（木）

6月28日（月）～7月3日（土）

中スポーツセンター第１競技場

7月17日（土）・18日（日）
※17日準備日

7月5日（月）～9日（金）
※5日練習日・9日予備日

7月16日（金）～18日（日）
※16日準備日

豊橋アクアアリーナ





資料８

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

4日（金） 役員会

14日（月） 役員会

15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）

2日（水） 教授会（医学部・医学系研究科、環境学研究科）

9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）

11日（金） センター会議（高等教育研究センター）

16 日（水）

教授会（文学部・文学研究科、情報科学研究科、医学部・医学系研究科、国際開発研究
科）
学科会議（医学部保健学科）
研究科委員会(医学系研究科）

18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）

23日（水）
教授会（法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、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、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22年6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

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

5月17日（月）
～6月11日（金）
（日曜閉室）

附属図書館2010年春季特別展
尾張の古都・清洲と濃尾地域
－名古屋開府400年記念－

場所：中央図書館4階展示室
時間：9：30～17：00

附属図書館庶務掛
052-789-3667

6月3日（木）
～6月6日（日）

第51回名大祭
場所：東山キャンパス
テーマ：「だって笑顔でいたいじゃないの」
入場料：無料

名大祭本部実行委員会
052-789-5178

6月4日（金）
医学部附属病院
平成22年度うたごえコンサート

場所：医学部附属病院5階小児科病棟食堂
時間：10：00～11：15
内容：大府養護学校児童生徒による合唱と合奏、
　　　　医学部混成合唱団によるコンサート
対象：小児科病棟入院患児及びその保護者
入場料：無料

医学部附属病院小児科
大府養護学校担当
052-744-2900

6月5日（土）
博物館友の会のつどい
特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「縄文時代の貯蔵穴（ドングリなどを蓄えておく
穴）群－豊田市寺部遺跡の発掘から」
講演者：高橋健太郎氏（豊田市教育委員会）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月5日（土）、
6月6日（日）

名古屋市科学館共催事業
第1回地球教室

場所：岐阜県各務原市周辺及び博物館野外観察園セミ
ナーハウス
時間：9：30～15：00（6/5）、10：00～13：30（6/6）
テーマ：「河原の石で包丁をつくろう！」
対象：小学校3年生から中学3年生、その保護者
定員：30名（小学校3年生から中学3年生、その保護者）

博物館事務室
052-789-5767

6月6日（日）

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

場所：博物館講義室
時間：11：00～12：30（1回目）、14：30～16：00（2回目）
テーマ：「触れて感じて学ぶ！考古学〜縄文の布を編んで
みよう」
場所：博物館展示室
時間：13：00～14：00
テーマ：「展示制作者による特別展ギャラリートーク」

入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767



6月7日（月）、
6月17日（木）

第86回、第87回招へいセミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：18：30～20：00 (6/7)、16：00～18：00（6/17）
講演題目：「これからの大学職員に求められるもの」(6/7)
講演者：大島英穂氏（大学行政管理学会会長・立命館大学
事務部長）
講演題目「変革期を迎えた科学－科学者の品格とポスドク
問題」(6/17)
講演者：坂東昌子氏（知的人材ネットワークあいんしゅたい
ん理事長、日本物理学会元会長）
入場料：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5696

6月11日（金）
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7回環境学公開講演会

場所：豊田産業文化センター4階視聴覚室
時間：14：00～16：00
テーマ：「生物多様性を理解するために－山から都市へ、そ
こから海への連携軸を考える－」
講演者：高野雅夫（環境学研究科教授）、村山顕人（環境学
研究科准教授）、安田公昭（環境学研究科寄附講座教授）
定員：80名
入場料：無料

環境学研究科寄附講座
准教授　河原一夫
052-747-6550

6月12日（土）、
6月26日（土）、
7月10日（土）、
7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

6月15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：「ベンチャー企業の設立と基礎研究のバランス」
講演者：岡畑恵雄氏（東京工業大学教授）
入場料：無料

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

6月17日（木）、
7月21日（水）

第60回、
第61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：「未来を見据えて具体的な対策を」(6/17)
講演者：和泉正哲氏（東北大学名誉教授）
講演題目：「未定」(7/21)
講演者：辻本哲郎（工学研究科教授）
入場料：無料

災害対策室
052-788-6038

6月17日（木）、
6月22日（火）、
7月6日（火）

国際言語文化研究科
対話創生プロジェクト2010
学際セミナー

場所：全学教育棟北棟406教室
時間：16：30～18：00
テーマ：「学問といかに対話するか」
講演題目：「コーパスを利用した記述的日本語研究のアプ
ローチ」(6/17)
講演者：杉村　泰（国際言語文化研究科准教授）
講演題目：「第二言語習得研究の種類と方法－実証研究を
具体例として－」(6/22)
講演者：村尾玲美（国際言語文化研究科准教授）
講演題目：「比較マイノリティ学のすすめ－より学際的に－」
(7/6)
講演者：田所光男（国際言語文化研究科教授）
入場料：無料

国際言語文化研究科
准教授　村尾玲美
052-789-4199

6月22日（火）
総長特別講義
in「名大の歴史をたどる」（全学教
育科目）

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：8：45～10：15
テーマ：「21世紀の名古屋大学」
内容：大学文書資料室が例年前期(主に1年生対象)に開講
している講義の一環。総長が直接学生に対し、これからの
名古屋大学について話します。

大学文書資料室
052-789-2046



6月22日（火）
附属図書館友の会トークサロン
第20回ふみよむゆふべ

場所：中央図書館5階多目的室
時間：18：00～19：30
講演題目：「古地図のなかの海域世界－『海東諸国総図』と
『混一疆理歴代国都之図』－」
講演者：高橋公明（国際開発研究科教授）
入場料：無料

附属図書館友の会事務局
052-789-3666

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：「縄文土器はなかった」
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

6月24日（木） 第5回高等研究院レクチャー

場所：野依記念学術交流館カンファレンスホール
時間：15：00～18：40
テーマ：「思想史とアダム・スミス」
講演題目：「アダム・スミスの自然法学」
講演者：水田　洋（本学名誉教授）
講演題目：「スミスを読む近代フランス」
講演者：安藤隆穂（経済学研究科教授）

研究協力部
研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

6月26日（土） 第19回理学懇話会

場所：野依記念学術交流館カンファレンスホール
時間：13：30～16：00
テーマ：「多くなると何かが変わる－多数の電子の多様な機
能－」
講演題目：「電流が溶かす電子の氷」
講演者：寺崎一郎（理学研究科教授）
講演題目：「高温超伝導現象を探る」
講演者：紺谷　浩（理学研究科准教授）
定員：200名
入場料：無料

理学部・理学研究科
庶務掛
052-789-2395
http://www.sci.nagoya-
u.ac.jp/kouhou/index19.html

6月26日（土）、
7月10日（土）、
7月31日（土）

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサークル

場所：博物館講義室
時間：10：00～12：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

7月6日（火）
2010年度農学国際教育協力研究
センター
第1回オープンセミナー

場所：理学部B館319号室
時間：15：30～17：00
講演者：エバンス・アテラさん（神戸大学修士課程2年）
内容：Strigaの寄生がネリカ品種に及ぼす影響とサハラ以
南アフリカにおけるその防除機構に対する農民の認識
入場料：無料

生命農学研究科
准教授　伊藤香純
052-789-4599

7月9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」
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：12：50～17：30
テーマ：「キラル分離に関する名古屋シンポジウム」
入場料：無料

工学研究科
教授　八島栄次
052-789-4495

7月20日（火）
～10月23日（土）
（日・月曜日休
館）

第14回博物館特別展
「熱帯林－多様性のゆりかご－」

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



7月22日（木）、
7月29日（木）

第14回博物館特別展
「熱帯林－多様性のゆりかご－」
関連講演会

場所：博物館講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「熱帯林の資源利用」（7/22）
講演者：山本浩之（生命農学研究科教授）
講演題目：｢熱帯雨林の生物多様性｣（7/29）
講演者：中川弥智子（生命農学研究科准教授）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月26日（月）、
7月27日（火）、
8月9日（月）、
8月23日（月）、
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：10：00～16：00（12月24日のみ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

7月28日（水）
日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス～よ
うこそ大学の研究室へ～KAKENHI

場所：博物館野外観察園
時間：10：00～16：30
テーマ：「助け合い？だましあい？植物と虫の｢共生｣を探偵
しよう」
対象：小学生6年生から中学3年生
定員：20名
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月28日（水）
～7月30日（金）

附属図書館・国立情報学研究所共
催
学術ポータル担当者研修

場所：中央図書館5階多目的室
時間：9：30～17：30
テーマ：「機関リポジトリの構築・運営」
内容：大学等図書館において、機関リポジトリの企画・立案・
運営を担当する職員に必要となる運営上の知識を身につけ
る。
対象：大学・研究機関等の図書職員

附属図書館事務部
情報システム課
052-789-3686

7月31日（土）
第33回博物館コンサート（NUMCo)
フォルクロ一レ南米民族音楽－ア
ンデスの風－

場所：博物館展示室
時間：14：00～15：00
演奏者：ティエラブランカ（南米民族音楽バンド）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月31日（土） 2010年度基盤研究公開セミナー

場所：中央図書館5階多目的室
時間：13：30～15：45
講演題目：「不確定性原理は、超高速コンピュータと絶対に
安全な暗号を可能にする」
講演者：小澤正直（情報科学研究科教授）
講演題目：「渋滞はなぜ発生するのか？－渋滞形成の数理
と実証実験－」
講演者：杉山雄規（情報科学研究科教授）

情報文化学部・情報科学研究
科
庶務掛
052-789-4716

8月10日（火）
～8月12日（木）

2010年度オープンキャンパス

場所：豊田講堂他
時間：9：30～
内容：施設・キャンパス見学のほか、学部紹介コーナー、模
擬講義など様々なプログラムを用意。
（経済学部・工学部（8/10）、教育学部・法学部・医学部医学
科・農学部（8/11）、理学部・情報文化学部（8/12））

学務部入試課
052-789-2182

8月17日（火）
～10月14日（木）
（祝日を除く毎週
火・木曜日）

平成22年度名古屋大学公開講座

場所：経済学部第1講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「未来を切り開く－挑戦するNagoya University」
定員：200名
参加費：9200円（全15回）

研究協力部社会連携課
052-747-6584

8月27日（金）
第23回電子顕微鏡技術研修会
「夏の学校」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：15：00～16：30
テーマ：「微化石放散虫が地質年代革命を起こした！」
講演者：足立　守（博物館特任教授）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767



9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階講義室
時間：16：30～18：00
テーマ：「電子波で見る量子の世界」
講演者：外村　彰氏（日立製作所フェロー）
入場料：無料

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