
平成２４年７月２６日 

 

 

平成２４年度 第４回 教育記者会懇談会 

 

 

１ 「知の拠点」 シンクロトロン光利用施設においてファースト  【資料１】 

ライトの発生を確認 

 

２ 女性研究者のいま                     【資料２】 

 

３ 名古屋大学国際交流貢献顕彰について            【資料３】 

 

４ 平成２４年度名古屋大学学術奨励賞について         【資料４】 

 

５ 第８回ホームカミングデイの開催について 

 

６ 名古屋スペースキャンプ２０１２ ＮＳＣ－１について      【資料５】 

 

７ グリーンベルト花いっぱい計画について           【資料６】 

 

８ オープンキャンパスの開催について 

 

９ 今後の本学の行事予定                   【資料７】 

 

10 その他                                                    

   次回開催日等について 

 

 

 



                                       資    料    １ 
                                       平成 24 年 7 月 26 日 
            
 
 

「知の拠点」シンクロトロン光利用施設において 

ファーストライトを確認しました！ 

 

   平成２０年度から、公益財団法人科学技術交流財団が地域の産学行政の連携・協力＊のもとに整備 

してまいりました「知の拠点」シンクロトロン光利用施設については、名大(シンクロトロン光研究センター) 

を中心とした大学連合の支援により、三段階の加速器のうち最終段の蓄積リング(下図③)において調整 

運転を進めてきましたが、この程、1.２ＧｅＶ(１２億電子ボルト)の電子ビームの蓄積に成功し、シンクロトロ 

ン光のモニタービームライン部において、７月１８日１８時１９分にファーストライトの発生を確認しました。 

初段の加速器である直線加速器(下図①)及び第二加速器であるブースターシンクロトロン(下図②) 

については、既に調整運転を進めてきており、７月からは最終段の加速器である蓄積リングでの調整 

運転を実施しておりました。 

このファーストライトとは、蓄積リング内で加速した電子が装置内を正常に繰り返し周回した際に発生 

する光のことで、光源機器の調整が順調に進んでいることを示す技術的な節目となるものです。 

今後、蓄積リングにおける電子ビーム強度の増強等の調整運転並びにビームライン(計測分析装置)

の調整運転を行い、本年度中の供用開始を目指します。  

 
＊地域の産学行政の連携・協力：「学」は名古屋大学（幹事校）、 

名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、豊田工業大学の 

４大学連合、「行政」は愛知県。 

 

 

②ﾌﾞｰｽﾀｰｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ 

 

ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ 

モニタービームライン部の定点カメラで

ファーストライトを確認した画像 

 シンクロトロン光とは？ 
ほぼ光速で直進する電子が電磁石
によって進行方向を変えられた際
に発生する電磁波。 
 非常に明るく（通常の計測装置
の千倍から百万倍）、１台の光源
でマイクロ波、赤外、可視、紫外
から X線まで連続した波長の光を

出すことができる。 

②ﾌﾞｰｽﾀｰｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ 

③蓄積ﾘﾝｸﾞ 

①直線加速器 
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C O N T E N T S

表紙写真

ショウジョウバエの脳の研究で注目を集めてい
る名古屋大学大学院理学研究科教授の上川内
あづささんは、一児の母。JST「さきがけ」の支
援制度を活用して妊娠・出産後、スムーズに研
究生活へと復帰した。育児を行いながら、研究
者として活躍を続けている。

編集長 : 上野茂幸 / 企画・編集 : 大内麻里・角野広治・中村江利子・浜島初美・渡辺美生 / 制作・印刷 : 株式会社廣済堂

研究者として輝いている女性たちの歩んでいる道は？

女性研究者のいま 3

低炭素社会戦略センター（LCS）の描く総合戦略とシナリオ

「明るい低炭素社会」への
道筋を提案する！
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12社会にひろがる新技術 ～JSTの研究開発成果から～Vol.3
裸眼で3D観察ができる「電子顕微鏡」が誕生
微小な試料もリアルタイムで観察可能に

14News Clip

16先駆ける科学人 Vol.3
社会の役に立つ新材料を発見したい
高橋有紀子 独立行政法人 物質・材料研究機構 磁性材料ユニット 磁性材料グループ 主幹研究員

　JSTは科学技術イノベーションを創出するため
に、重点推進すべき分野を設定し、それぞれに「戦
略プログラムパッケージ」を設計しました。これは、

「入口」となる基礎研究から実用化の「出口」まで
を見通し、戦略的に研究開発を推進するものです。
　例えば医療分野でイノベーションを興すため
に、わが国の高齢化社会の構造、国民の医療費、
世界の医薬品・医療機器の市場とその推移、重要
な疾患とその患者数などの現状把握や、国際的な
研究開発の潮流の俯

ふ か ん

瞰を行い、第4期科学技術基
本計画で達成すべき事柄や、これまでJSTが育成

してきた研究開発成果と関連づけることで、課題
とそれを達成するための道筋を見極めようとして
います。
　これらのステップを踏まえ、JSTでは「医療イ
ノベーションでアンメットメディカルニーズ（まだ
有効な治療方法がない医療ニーズ）を充足する」
ことをビジョンに掲げました。実現への道筋とし
て、①高齢化社会における重要疾患に対する予防・
診断・治療 ②高齢者・障がい者・患者のQOLを
更に向上させる医療機器 ③ライフイノベーション
創出を加速する基盤技術 を戦略的重点分野とし

て定め、先制医療や治療、疾患再現、診断技術な
どを8パッケージとして、疾患志向の医療ニーズと
従来の基礎研究シーズをバーチャル・ネットワー
クでつなぎます。
　この「戦略プログラムパッケージ」の運営はかじ
取りが肝要で、専門分野に精通した目利きがニー
ズとシーズをつなぎ、知的財産戦略を持ちながら
研究開発の方向性を定め進める必要があります。
JSTは産業界とも連携し、戦略的に入口から出口
までをつなぐ「意志を持ったプロデューサー」とし
てオープンイノベーション創出に貢献します。

JST理事長　中村道治医療イノベーションでアンメットニーズを充足する　
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　さきがけ
　「なでしこキャンペーン」を
　活用して出産
　JST「さきがけ」では、2008年度から女
性研究者の応募を促すための 「なでしこ
キャンペーン」を展開している。2010年度に

「脳情報の解読と制御」領域に採択された
名古屋大学教授上川内あづささん（当時 東
京薬科大学助教）も「なでしこキャンペーン」
をきっかけにして応募した一人だ。
　「応募したのは2010年春、ちょうど妊娠
がわかった頃でした。ただ、ホームページで
出産、育児、介護などのライフイベント※1
に柔軟に対応してくださることを知ってい
ましたので、不安はありませんでした。出産
休暇、育児休暇という制度があっても、権
利を行使できる環境がないと厳しいと思い
ますが、さきがけではJSTの担当の方もと
ても好意的でした。本来の研究開始時期は
2010年10月でしたが、10月に出産したの
で、最初3か月遅れの1月から始めるつもり
でした。ところが、担当の方が『産後3か月
では落ち着いて研究に没頭するのは難しい
でしょう』と、翌年4月から始めるように提案
してくださいました」

　支援体制が充実した
　大学を選んだ
　上川内さんは東京大学分子細胞生物学
研究所でJSTバイオインフォマティクス推進
事業（BIRD）研究員をしていた2005年に

結婚、その年の8月から3年間、ケルン大学
（ドイツ）に留学した。
　「留学していた3年間は、別居していまし
た。夫も研究者なので、単身で留学すること
にお互い抵抗はありませんでした。ただ、海
外で一人で出産をするのは不安なので、一緒

戦略的創造研究推進事業さきがけ 研究課題「ショウジョウバエ脳において聴覚情報処理を行う神経基盤の解明」

さまざまな支援制度を活用して 夢をかなえる！
上川内 あづさ
かみこうち・あづさ　
名古屋大学大学院理学研究科 教授

東京大学薬学部卒業、同大学大学院
薬学系研究科博士課程修了。薬学博
士。JSTバイオインフォマティクス推進
センター事業（BIRD）研究員、ドイツ・
ケルン大学へ留学、東京薬科大学生命
科学部助教授を経て、現職。専門分野
は脳構造・生理・行動制御（統合的
解析モデルとしてショウジョウバエを
研究）。

名古屋大学の研究室で。右手
前がショウジョウバエが入れら
れた容器。さまざまに遺伝子
操作されたショウジョウバエの
行動から脳機能を探る。

Part.2

ショウジョウバエの聴覚器
聴覚神経細胞を着色して可視化した
共焦点レーザー顕微鏡画像

上川内さんのさきがけにおける研究課題は「ショウジョウバエ脳において聴覚情報処理を行
う神経基盤の解明」。音や重力の情報を処理する脳の神経回路の構造が人間とよく似ている
ショウジョウバエの脳をモデルとして、高次聴覚神経が形成する神経回路構造、音刺激と各
神経回路の活動パターンの相関など、脳内の聴覚情報処理の仕組みを解明することにより、
人間を含む多くの動物の脳における情報処理の仕組みを解明することを目指している。



特集1: 女性研究者のいま

に暮らせるようになってから、子供をつくろ
うと考えていました」
　帰国した08年、東京薬科大学生命科学
部の助教に就くや、翌09年にはショウジョ
ウバエの脳の研究で画期的な成果を発表し
た。ショウジョウバエの触角の付け根にあ
る「ジョンストン神経」が、人間の耳にあた
る聴覚のための感覚細胞であることは知ら
れていたが、上川内さんたちはこの神経が
音、重力、風を検知する独立の仕組みを持
ち、別々の神経経路で脳に伝えていること
を明らかにした。世界で初めて、音の情報が
聴覚器から脳へ伝わる一次神経の回路図を
明らかにしたのだ。この研究成果は科学誌

「Nature」で発表され、上川内さんは一躍、
この分野で注目される一人となった。10年
には、文部科学大臣表彰若手科学者賞を受
賞した。研究者として飛躍の時に妊娠、出産
をすることになったわけだ。

　「妊娠、出産、育児を研究生活と両立させて
いけるのか、不安はありました。ただ、ドイツ
留学時代、同世代の女性研究者が出産、育児
との両立を実現させていたのを目の当たりに
していました。また、なでしこキャンペーンの
ホームページで日本の女性研究者の奮闘ぶり
が紹介されていて、とても励まされました」
　昨年9月には、名古屋大学大学院教授に
就いた。名古屋大学も男女共同参画に熱心
な大学である。国公立大学の中でいち早く、
03年に男女共同参画室を設置して、06年4
月に大学運営による学内保育所「名古屋大
学こすもす保育園」を開園している。
　「名古屋大学の公募に応募する時は、育児
をしながら研究に没頭することができる支
援体制がきちんとしていることが、私にとっ
て決め手になりました。何よりも大学内に保
育園があることは心強かったですね。1歳半
になった娘も同年代の友達ができて、毎日、
楽しそうです」
　再び別居生活に戻った。大学、大学院の
3年先輩だった夫は東京大学大学院理学系
研究科生物科学専攻の助教としてメダカを
使って脳の研究をしている。
　「研究者同士ですから、仕事への理解は得
られています。夫が単身赴任みたいになって
いて、金曜日の夜には名古屋に来て家族と過
ごし、月曜日の始発で東京に戻ります。それ
に、既に退職している私の母が名古屋につい
てきてくれて、生活面を助けてくれています。
ですから、心置きなく研究に打ち込めます。
二人目の子供ですか？　出産直後は、やはり
夫の手助けもほしいと思うので、現状の別居
生活では難しいかもしれません。本当に大変
な時には仕事量を減らしますが、研究は継続
することが大切ですからね」

　少女の頃からの
　夢をかなえるために……
　「私の場合は2か月、産休を取りましたが、
育児休暇も含めて、休暇を取ると、公には仕
事ができないことになります。また、研究費
も止まってしまいます。研究者にとって研究
を完全にストップさせることは命取りになり
かねません。産休が終わると、フルタイムで
の勤務に戻りましたが、体力的にはちょっと
きつかったです。夫にも育児休暇を取る権
利はありますが、研究に加えて、学生も指導
しなければならない立場なので、有給をつ
なげて休みを取るようにしていました。介護
に携わる人にも共通することだと思います
が、ライフイベントに合わせて、1日3〜4時
間とか、もう少しフレキシブルな勤務も可能
になればいいと思います」
　研究室ではさまざまな遺伝子操作を行っ
た 約300種 類、1種 類につき約200匹の
ショウジョウバエを飼育しており、どのよう
に感覚情報を脳が処理しているかの研究を
続けている。
　「犬の気持ちはわかりませんが、脳を調べ
れば、犬が見ている世界を知ることはでき
ます。生き物の見ている世界を知りたいとい
うことが、今の研究を始める発端です。動物
と自由に意思疎通がしたいと小学生の頃に
思ったことの延長です（笑）。いつか、音楽
に感動する仕組みを解明したいです。メロ
ディが心に響いて、悲しくなったり、うれし
くなったりするのは、脳で生み出されている
感情なので、それがどうやって生まれてくる
のかを知りたいと思っているのです。ショウ
ジョウバエもまるでラブソングを歌うように
羽音を求愛行為に使ってカップルが成立す
るのですが、人間にも共通するものがある
のではないかと思うのです。それを神経科
学で解き明かしていきたいと考えています」
　そう語る上川内さんの目は輝いていた。

TEXT: 羽柴重文 /PHOTO: 瀬戸正人

「名古屋大学こすもす保育園」で娘のあか
ねちゃん（1歳8か月）と遊ぶ。研究者の顔
が一転、母親のやわらかい表情を見せる。

名古屋大学大学院理学研究科 教授・JSTさきがけ「脳情報の解読と制御」領域研究者　

上川内 あづささまざまな支援制度を活用して 夢をかなえる！
■さきがけ採択者に占める女性の割合

さきがけ応募者に占める女性研究者の割合は10％前後だが、採択された女性研究者は10％を超え、こ
こ数年はやや高い数字を示している。

【用語解説】
※1 ライフイベント
人生の節目で起こるさまざまな出来事のこと。2週
間以上の連続した休暇を必要とするライフイベント

（出産、育児、介護）があった場合、さきがけの場合
は研究期間に週単位で研究を中断できる。中断し
た研究期間の延長も可能だ。また、研究費も当初
の計画どおり使用できる。なお、出産は産前6週間

（多胎妊娠の場合は14週間）、産後8週間、育児は
子供が1歳に達するまでの連続した期間、介護は連
続する6か月の期間内において必要と認められる
期間と定められている。
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平成２４年度名古屋大学国際交流貢献顕彰受賞候補者一覧

潘　偉
（パン　ウェイ）

清華大学・教授 中国 55

名古屋大学同窓会
北京支部長

1990.3　工学研究科
　　　　　博士課程後期課程修了

(２) (３) (７） 北京支部

＜同窓会設立の経緯及び歴史＞
広大な中国地区の同窓生をカバーするには、2005年設立の上海支部の他
に、華北地区での同窓会拠点が必要であった。それに基づき2006年初から
工学研究科出身の清華大学馬教授を通して、北京地区同窓生に呼びかけた
ところ、同年後半には同窓会設立の機運が高まって来た。
2007年5月、平野総長（当時）の中国訪問の機をとらえて北京名古屋大学同
窓会（北京支部）を設立。
会員数　８５名

＜支部からの推薦理由＞
・名古屋大学同窓会北京支部長として尽力。
・2006年に中国「国家自然科学基金」及びＪＳＰＳ二国間交流事業により日本
で「日中セラミックス科学セミナー」を開催し、中国側代表として参加。
・2008年から開催されている名大ー清華大学ートヨタ合同シンポジウムの中
国側代表として参加。

2007.5設立時、支部長就
任

北京支部からの推薦

LE THANH LONG
（レ　タイン　ロン）

ベトナム司法省副大臣 ベトナム 49

名古屋大学同窓会
ベトナム支部長

2003.3　法学研究科
　　　　　博士課程後期課程修了

(７) （ベトナム支部長）

＜同窓会設立の経緯及び歴史＞
法学研究科の法整備支援事業の進展に伴う法学研究科留学生を中心に、国
際開発研究等の留学生も増加して、当地の官公庁の主要な地位で活躍する
人材も出て来た。2007年9月ハノイ法科大学に名古屋大学日本法教育研究
センターが開設されたことを契機に、全学同窓会ベトナム支部を設立。
会員数　６１名

2007.9設立時、支部長就任

資格・要件
（１）学問の研鑽・創造的な研究活動において、国際的な評価を受けた者、又は本学の国際的な名誉を著しく高めた者
（２）国際共同研究及び国際学術交流の促進・支援に優れた貢献をした者
（３）留学交流、共同教育プログラムの開発等の促進・支援に優れた貢献をした者
（４）国際的な産学連携活動の促進・支援に優れた貢献をした者
（５）国際協力活動、国際交流活動等の促進・支援に優れた貢献をした者
（６）母国と日本の架け橋として、両国の友好促進に優れた貢献をした者
（７）名古屋大学全学同窓会海外支部長

備考推薦部局等国籍現　　　　　職氏名（フリガナ）

年齢は、受賞式の日とする。

年齢 名古屋大学との関係 該当する資格 業績、功労等
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「名古屋スペースキャンプ 2012 ＮＳＣ-1」 

名古屋大学イベント 
 
開催日 平成 24 年 8 月 2 日（木） 

━ イベントスケジュール ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
名古屋大学研究講義     

9 時 30 分～10 時 30 分  理学研究科Ｕｘ研究室（高等総合研究館） 

     10 時 50 分～12 時 10 分  工学研究科航空宇宙工学専攻研究室 

                       （工学部 2 号館、3 号館、航空実験棟） 

モデルロケット打ち上げ 

     13 時 30 分～16 時      モデルロケット打ち上げ体験（豊田講堂前広場） 

     16 時    ～17 時      モデルロケットデータ解析（インキュベーション施設） 

 
━ 名古屋大学研究講義 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 Ｘ線天文衛星などの開発研究を行っている理学研究科Ｕｘ研究室と航空機、ロケット、人工衛

星などの新技術開発を行っている工学研究科航空宇宙工学専攻の研究室を見学しながら紹介し

ます。 
理学研究科Ｕｘ研究室 

X 線で宇宙を観測し、どのような高エネルギー現象が起きているのか

を調べています。また、誰も見たことない高いエネルギーの X 線での宇

宙の姿を暴くべく、新型の X 線望遠鏡を開発しています。今回は、X 線

衛星観測による成果と、X 線望遠鏡の開発現場の両方を紹介します。 
工学研究科航空宇宙工学専攻 
（制御システム工学研究グループ）ロケットや人工衛星の制御に関連し

た制御実験として、倒立振子の制御やホイールによる姿勢制御の実験を

行います。 
（推進エネルギーシステム工学研究グループ）宇宙環境を地球で模擬す

る装置や人工衛星を厳しい宇宙環境から守るための様々な取り組みを

紹介します。 
（電離気体力学研究グループ）次世代宇宙機用エンジンである電気推進

機の一種、MPD(Magneto-Plasma-Dynamic)推進器を紹介します。近い

将来の深宇宙探査機用として期待されています。 
━ モデルロケットの打ち上げ ━━━━━━━━━━━━ 

豊田講堂前の広場でイベント参加者が作成した 50ｍの高さまで上がる

火薬式のモデルロケット打上げ実験を行います。 

ものを作るよろこびや、実際に打ち上げることの達成感、あるいは失敗

した場合でも、その原因究明を行う事の大切さを学べます。 

 

※荒天時はモデルロケットの打上げを中止する場合があります。 

写真：モデルロケット打上げ風景
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「名古屋スペースキャンプ 2012 NSC-1」概要 

 

宇宙航空研究開発機構（JAXA）が主催し、宇宙開発に関心のある学生を対象

に 8月 1日から 4日間にわたって開催されます。講義や演習、施設見学を通し、

日本の宇宙開発について理解を深めてもらうことを目的としています。 

 

■主催：JAXA 

 共催：名古屋市科学館、名古屋大学、第 29 回宇宙技術および科学の国際シン

ポジウム開催支援愛知・名古屋実行委員会 

 協賛：三菱重工業株式会社 

 

■内容： 

 8 月 1 日（水） 講義、モデルロケット作製 

 プラネタリウム鑑賞、名古屋市科学館見学 （宿泊）  

 8 月 2 日（木） 講義（名古屋大学）、モデルロケット打ち上げ（宿泊）  

午前：本学教員による講演、研究室紹介 

   （理学研究科 Ｕ研Ｘ線グループ 松本浩典准教授、工学研究科 航空宇宙工学専攻 

山田克彦教授、長野方星准教授、横田茂助教 ） 

午後：モデルロケット打上げ実習 

（豊田講堂前広場、インキュベーション施設） 

 8 月 3 日（金）  見学（三菱重工業、JAXA 名古屋等） （宿泊）  

 8 月 4 日（土）  ミッション報告会  

 

■対象： 中学生、高等学校生、中等教育学校生（前期後期とも）、  

 高専専門学校生（１年生～3年生）  

 

■応募資格： 全日程に参加できること  

 日本国内の教育機関に通う者で、日本語での受講が可能なこと  

 専門分野は問わない  

 

■定員： 30 名 （応募期間終了） 

 

■参加費： 中学生：27,000 円、高校生：27,500 円  

 

 



                              資     料      ６ 

平成 24 年 7 月 26 日 

 

 

名古屋大学グリ－ンベルト花いっぱい計画 

 

 

名古屋大学グリーンベルトを花で飾り、学生・教職員並びに市民の皆さんに楽しんでいただけ

るよう計画し、学生団体である名古屋大学環境サークル「Song of Earth」の自主的な活動により実

現したものである。 

現在は、ひまわりが咲き始めており、あと１０日ほどで見頃を迎える。 

 

今後の計画：９～１１月：コスモス   ３月：菜の花 

 
 
 

 

 



○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

6日(月)、
20日(月)

役員会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

21日(火) 研究科委員会(理学研究科)

29日(水) 教授会(生命農学研究科)

名古屋大学　平成24年8月予定表

           (教育記者会用)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連講演会］
場所：博物館講義室

7月28日(土)
時間：13：00～14：30
講演題目：「モンゴルの馬 馬頭琴伝説からみた馬の隠喩」
講演者：藤井真湖氏(愛知淑徳大学准教授)
8月3日(金)
時間：13：00～14：30
講演題目：「トルゴ－ト・モンゴルの家族・親族」
講演者：田中華子氏(博物館研究協力者)

参加費：無料

4月5日(木)～
8月31日(金)
(土・日曜日、祝
日休館)

博物館サテライト展示
「徒然の写真展－驚きのワンダー
ランド モンゴル－」

場所：野外観察園展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月27日(金)
テクノフロンティアセミナー
TEFS2012－触れてみよう、電子と
情報の最先端に－

場所：工学部
内容：実験を通して大学の教員や学生と交流することで電気・情報
の分野に興味を持ってもらう
定員：約36名
対象：愛知県及び近隣県の高校生
参加費：無料(保険料・昼食費込み)

工学部電気教室内TEFS実行委員会
助教　竹家　啓
052-789-3169

7月27日(金)
第14回げんさいカフェ
－Gen Science Café－

場所：カフェフロンテ
時間：18：00～19：30
講演題目：「地震によるライフライン被害を考える」
講演者：北野哲司(減災連携研究センター寄附研究部門教授)
参加費：無料(会場にてドリンクの注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

7月28日(土)、
8月4日(土)、
8月25日(土)、
9月8日(土)、
9月22日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館講義室(8/4、9/8、9/22)、野外観察園展示室(7/28、
8/25)
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

7月28日(土)～
8月25日(土)

防災・減災カレッジ
場所：豊田講堂、他
時間：10：00～17：00
内容：防災人材育成研修

減災連携研究センター
052-789-3468

［第2回］
7月28日(土)
場所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(名古屋市中
区)
時間：15：30～17：00
講演題目：「今年のあいちサイエンスフェスティバル」
講演者：藤吉隆雄(産学官連携推進室特任助教)
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

［第3回］
8月21日(火)
場所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(名古屋市中
区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「国際航空宇宙ショーが愛知県にやってくる！」
講演者：宮　修一氏(一般社団法人日本航空宇宙工業会国際部長)
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

7月28日(土)
高度総合工学創造実験
発表会

場所：ES総合館1階ES会議室、エントランスホール
時間：12：30～17：00
内容：発表、ポスター展示及び討論
対象：一般
参加費：無料

工学研究科創造工学センター
052-789-4553

3月17日(土)～
8月31日(金)
(日・月曜日、
8月11日(土)～
14日(火)休館)

第16回博物館特別展
「大モンゴル展」

博物館事務室
052-789-5767

7月28日(土)、
8月21日(火)

あいちサイエンスコミュニケーショ
ン・セミナー
第2回、第3回

産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル
事務局
052-747-6527



7月28日(土)
国際言語文化研究科
教育研究プロジェクト

場所：全学教育棟北棟406号室
時間：13：30～
テーマ：「文化創造とその展開および発展」
講演題目：「淵之坊本善光寺如来絵伝について」
講演者：鷹巣　純氏(愛知教育大学准教授)
講演題目：「『酒飯論絵巻』第四段詞書について」
講演者：三好俊徳(文学研究科研究員)
参加費：無料

国際言語文化研究科
助教　伊藤信博
052-789-5282

7月29日(日) 防災講演会あいち

場所：豊田講堂
時間：13：15～16：45
内容：講演、パネルディスカッション
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

7月30日(月)～
8月3日(金)

FPSAC’12
The 24th International
Conference on Formal Power
Series and Algebraic
Combinatorics

場所：理学南館1階大講義室(坂田・平田ホール) 、他
内容：講演、プレゼンテーション、ポスターセッション、ソフトウェアの
デモンストレーション
参加費：30.000円(一般)、15,000円(学生)

多元数理科学研究科
教育研究支援室
052-789-2833

7月31日(火) 第54回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講義室
時間：18：30～20：00
講演題目：「fMRIの基礎と高齢者の脳機能画像の特徴」
講演者：中井敏晴氏(国立長寿医療研究センター神経情報画像開
発研究室長)
対象：学部生、大学院生、教員、医療関係者

医学部保健学科THP人材育成室
教育研究支援室
052-719-3158

8月1日(水)～
4日(土)

宇宙航空研究開発機構主催
名古屋スペースキャンプ2012
NSC-1

場所：東山キャンパス、名古屋市科学館、他
内容：ロケットや宇宙機の開発現場およびプラネタリウムの見学、
天文学・航空宇宙工学の最前線の研究の講義、モデルロケットを
作製と打ち上げ実験
定員：30名
対象：中学生、高校生、中等教育学校生(前期後期とも)、高等専門
学校生(１年生～3年生)
参加費：27,000円(中学生)、27,500円(高校生)(宿泊代、食費(8月1
日夕食～8月4日の朝食)、現地交通費など。集合・解散場所から自
宅までの交通費は自己負担)

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次真一郎
052-747-6791

8月1日(水)
遺伝子実験施設
テクニカルセミナー

場所：遺伝子実験施設F館301号室
時間：14：00～16：00
テーマ：「次世代シーケンス解析ソフトウェアCLC Genomics
Workbench解析の実際」
定員：30名
対象：関係研究者

遺伝子実験施設
准教授　杉山康雄
ysugiya@gene.nagoya-u.ac.jp

8月1日(水)
予防早期医療創成センター
第10回研究会

場所：ES総合館１階ESホール
時間：15：00～18：15
講演題目：「健康長寿社会のために！－メタボ対策からはじめる健
康なまちづくり」
講演者：津下一代氏(あいち健康の森健康科学総合センター長)
講演題目：「体内時計の乱れとメタボ」
講演者：小田裕昭(生命農学研究科准教授)
講演題目：「タニタの考えるヘルスケア市場の将来性と課題」
講演者：坂井康展氏(株式会社タニタヘルスリンク代表取締役社長)
対象：一般
参加費：無料(意見交換会費2,000円)

予防早期医療創成センター事務室
052-789-5499

8月3日(金)

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：齋藤永宏研究室(グリーンビークル材料研究施設3階305室)、
他
時間：10：00～16：15
テーマ：「『ハスの葉のすごい』を顕微鏡でのぞいてみよう」
内容：特殊な顕微鏡でハスの葉の表面を観察し、生物の「すごい」
の源について一緒に考える
定員：20名
対象：小学生5年生、6年生(可能であれば保護者同伴)
参加費：無料

齋藤永宏研究室
052-789-5163

8月4日(土)
ビジネス人材育成センター
平成23年度前期 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
テーマ：「ビジネスマナーと企業のルール」、
「食品のためのヒト臨床試験業界」(8/4)

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



8月4日(土)、
8月18日(土)、
9月1日(土)、
9月8日(土)、
9月22日(土)、

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館講義室
時間：10：15～12：15

［発表会］
9月22日(土)

博物館事務室
052-789-5767

8月4日(土) ミクロの探険隊

場所：博物館実験室、東山キャンパス構内
時間：10：20～15：20
テーマ：「雑木林のムシを電子顕微鏡で見よう」
定員：20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

8月6日(月)～
8日(水)

サマースクール
「アジアの法と社会2012」

場所：法学研究科、法政国際教育協力研究センター(CALE)
時間：10：00～17：15(8/6)、9：15～17：15(8/7)、9：30～16：45(8/8)
内容：国内外の専門家による集中講義
対象：学部生、大学院生、社会人
参加費：無料(懇親会費3,000円、バーベキュー費1,000円)

法政国際教育協力研究センター
サマースクール「アジアの法と社会
2012」事務局
052-789-2325

8月6日(月)

国際言語文化研究科
応用言語学講座／
日本語教育学講座
公開講演会

場所：全学教育棟4階多目的講義室(406)
時間：15：30～17：00
講演題目：「Synthesis and Meta-Analysis in Applied Linguistics」
講演者：ローデス・オルテガ氏(ハワイ大学教授 / ジョージタウン大
学教授)
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　稲垣俊史
inagaki@lang.nagoya-u.ac.jp

［第1回］
8月7日(火)
場所：東郷町役場2階大会議室
時間：10：30～12：00
講演題目：「作物を育む土壌の話」
講演者：浅川　晋(生命農学研究科准教授)
参加費：無料

［第2回］
10月27日(土)
場所：生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター東郷
フィールド農業館
時間：14：00～16：00
講演者：阿部秀樹(生命農学研究科准教授)
参加費：無料

8月7日(火)
グリーンモビリティ連携研究セン
ター第5回次世代自動車
公開シンポジウム

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～17：10
テーマ：「暮らしを変えるグリーンモビリティ」
内容：講演、パネルディスカッション
対象：一般
参加費：無料(技術交流会費2,000円)

グリーンモビリティ連携研究センター
事務局
052-747-6722

8月8日(水)～
10日(金)

2012年度オープンキャンパス

場所：豊田講堂、他
時間：9：30～
内容：大学紹介、施設見学、学生生活あれこれ、女性研究者から
の情報発信、在学生との対話など様々なプログラムを用意
8/9　教育学部、経済学部、工学部
8/10　法学部、医学部医学科、農学部
8/11　文学部、情報文化学部、医学部保健学科(大幸キャンパス)、
理学部
参加費：無料

学務部入試課
052-789-5765

8月8日(水)～
10日(金)

名古屋大学若手女性研究者
サイエンスフォーラム
女子中高生理系進学推進セミ
ナー

場所：豊田講堂中2階ギャラリーおよび3階第1会議室
時間：10：00～17：00
内容：ポスターガイダンス(8/8～10)、ポスターセッション(8/9)、基調
講演、理系女子コミュニティ「あかりんご隊」の紹介、総長賞の授賞
式(8/10)、
対象：愛知・岐阜・三重県の中学生・高校生および保護者、学生、
教職員

総務部職員課
男女共同参画室担当
052-789-5976

8月8日(水)
名大カフェ"Science, and Me"
第25回

場所：アルテーゴ　ドゥ　ショウズ(名古屋市中区)
時間：19：00～20：30
テーマ：「ホヤって何？－ホヤの受精研究に魅せられて－」
講演者：澤田　均(理学研究科教授)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料(ドリンク等注文が必要)

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次真一郎
052-747-6791

2012年度農場講演会
8月7日(月)、
10月27日(土)

生命農学研究科
附属フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド事務室
0561-37-0200



8月9日(木)
テクノサイエンスセミナー／
化学・生物実験講習会

場所：工学研究科1号館、高効率エネルギー変換研究施設西館
時間：8：45～16：00
内容：講義と最新の設備による体験学習を通して大学で化学・生物
工学を学ぶ面白さを体感してもらう
定員：80名
対象：東海地区の高校生
参加費：無料(昼食代必要)

工学部化学・生物工学科
化学・生物実験講習会実行委員会
jito@apchem.nagoya-u.ac.jp

8月11日(土)
第23回日本数学コンクール
第16回日本ジュニア数学コンクー
ル

場所：IB電子情報館
時間：10：00～16：00
対象：高校生、高校生相当年齢の者(日本数学コンクール)、小学5
年生以上、中学生(日本ジュニア数学コンクール)
参加費：1,000円

研究協力部社会連携課
日本数学コンクール係
052-788-6144

8月11日(土)
東日本大震災復興応援企画
「育もう！
子どもたちの元気な笑顔を！」

場所：豊田講堂
時間：15：00～17：30
内容：ミュージカル「ゴーヘ(Go Ahead)」
入場料：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

8月16日(木)～
10月11日(木)
(期間内の火・
木曜日)

平成24年度名古屋大学公開講座

場所：経済学部1階第2講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「危機に立ち向かう英知－解決への展望－」
対象：一般
参加費：9,200円(全15回)

研究協力部社会連携課
052-789-5969

8月17日(金)～
25日(土)
(日・月曜日休
館)

博物館実験展示
「メディアアート展」

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

8月18日(土)、
19日(日)

たたら炉製鉄体験学習

場所：年代測定総合研究センター
時間：10：00～17：00(8/18)、9：00～16：00(8/19)
内容：古代における製鉄の復元実験の体験
定員：20名
対象：小学生5年生以上、中学生
参加費：無料(保険代必要)

年代測定総合研究センター
教授　中村俊夫
052-789-3082

8月23日(木)
第15回げんさいカフェ
－Gen Science Café－

場所：カフェフロンテ
時間：18：00～19：30
講演者：曽根好徳(減災連携研究センター寄附研究部門教授)
参加費：無料(会場にてドリンクの注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

8月24日(金)
東山植物園主催
キッズ　ボタニカル・ラボ

場所：東山動植物園植物会館研究室
時間：13：00～16：00
講師：瀬上紹嗣(生命農学研究科博士研究員)
定員：20組
対象：小学校3年生から6年生とその保護者
参加費：無料(保護者は入園料500円必要)

リサーチ・アドミニストレーション室
研究員  戸次真一郎
052-747-6791

8月25日(土)、
26日(日)

名古屋市科学館共催事業
第2回地球教室

場所：博物館(8/25)、名古屋駅周辺、栄地区(8/26)
時間：13：30～16：30(8/25)、9：00～15：00(8/26)
テーマ：「ナゴヤで化石をさがそう！」
定員：30名
対象：小学3年生から中学3年生とその保護者(中学生以上は個人
参加可)
参加費：50円(保険代)

博物館事務室
052-789-5767

［高校オープンキャンパス］
8月25日(土)、10月27日(土)
会場：教育学部附属高等学校
時間：9：30～12：00
内容：概要紹介、在校生による学校紹介、体験授業(国・社・数・英・
理の内1教科)、入試説明、質疑応答、過去問題集販売
対象：中学3年生

［中学校説明会］
10月8日(月)
場所：豊田講堂
時間：9：00～10：00
内容：教育方針・特色・学校生活などの説明、質疑応答
対象：小学6年生とその保護者

8月25日(土)、
10月8日(月)、
10月27日(土)

教育学部附属中学・高等学校
オープンキャンパス／
学校説明会

教育学部附属中学・高等学校
052-789-2680



8月28日(火)
平成24年度第5回
情報連携統括本部公開講演会・
研究会

場所：情報基盤センター
時間：13：00～14：30
講演題目：「京都大学におけるICTマネジメントの体制作りと今後の
実行計画について(仮題）」
講演者：梶田将司氏(京都大学教授)
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
9月25日(火)、10月23日(火)、11月27日(火)、12月11日(火)、
2013年1月29日(火)、2月26日(火)

情報推進部情報推進課総務掛
052-789-4368

8月30日(木) 第82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：「5ヶ月間に及ぶ震災被災地への医療支援でみえたこ
と」
講演者：稲田眞治氏(名古屋第二赤十字病院救急科)
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

8月31日(金) テクノ・フェア名大2012

場所：豊田講堂、シンポジオンホール、他
時間：10：00～17：00
テーマ：「未来を明日に近づける技術」
内容：基調講演、ブース展示、ミニ講演、研究室見学
講演題目：「マイクロ・ナノロボットシステムへの招待－マルチス
ケールロボットへのいざない－」
講演者：福田敏男(工学研究科教授)
講演題目：「未来をつくるプラズマ」
講演者：堀　勝(工学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

工学部・工学研究科
総務課社会連携室
052-789-5458

9月7日(金)
ノースカロライナ州立大学との
産学連携協定延長に係る調印式

内容：濵口総長がノースカロライナに来訪し、ノースカロライナ州立
大学長との調印式に出席。その他、前後に関係大学等を訪問し意
見交換予定

産学官連携推進本部国際連携部
特任教授　阿部正廣
052-788-6147

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連講演会］
場所：博物館講義室

9月17日(月)
時間：13：00～16：00
講演題目：「西條八束と日本陸水学の流れ」
講演者：寺井久慈氏(博物館研究協力者)
講演題目：「水面下の現象に魅せられた西條先生の横顔」
講演者：中本信忠氏(信州大学名誉教授)
参加費：無料

10月4日(木)
Diagnostics / Molecular Targeted
Therapy Roundtable

内容：ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パークにおける
本学技術発表ラウンドテーブル会議

産学官連携推進本部国際連携部
特任教授　阿部正廣
052-788-6147

10月6日(土)
日本熱帯農業学会
第112回講演会
公開シンポジウム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～17：30
テーマ：「アフリカとイネ　その歴史と現在そして展望」
講演者：田中耕司氏(京都大学学術研究支援室長)、菊池眞夫氏
(千葉大学教授)、窪田博之氏(独立行政法人国際協力機構農村開
発部審議役)、他
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
教授　浅沼修一
052-789-4232

11月24日(土) 野外観察園見学会

場所：博物館野外観察園、博物館展示室
時間：13：00～15：00
内容：西田佐知子(博物館助教)他による案内
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

12月4日(火)～
7日(金)

Strong Coupling Gauge Theories
at LHC, Lattice and String
(SCGT12)

場所：理学南館大講堂(坂田・平田ホール)
内容：素粒子論に関する国際研究集会。ノーベル賞級を含む外国
人研究者が多数参加予定

素粒子宇宙起源研究機構
特任教授　山脇幸一
052-789-2862

12月15日(土)
博物館コンサート
「クリスマスコンサート インカから
の贈り物」

場所：博物館展示室
時間：14：00～
演奏曲目：「コンドルは飛んでゆく」、「パロマブランカ」、「花祭り」、
「人生列車」、他
出演：ティエラブランカ
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

9月11日(火)～
11月10日(土)
(日・月曜日休
館)

第24回博物館企画展
「西條八束と日本陸水学の流れ」

博物館事務室
052-789-5767
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