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資料１ 

 

国際化拠点整備事業（グローバル３０）の採択について 

 

［国際化拠点の構想の概要］ 

名古屋大学は、学術憲章において「国際的な学術連携及び留学生教育を進め、世界とりわけアジア諸

国との交流に貢献する」と宣言し、中期計画では「優秀な留学生を受け入れ、海外の大学に派遣する本

学学生を増やすための支援体制を整備する」と定めている。平成 20 年 5 月 1 日現在、全学生 15,682 名

中、留学生は 74 カ国からの 1,214 名である。このうち、大学院博士前期（3,661 名）、後期課程（2,320

名）における留学生の割合は、それぞれ 10%、18%である。一方、学部に在籍するのは 133 名で、全学部

学生 9,701 名に対して、わずか 1.4%にとどまっている。 

本学関係者 4 名がノーベル賞を受賞する等、名古屋大学は学術研究面で輝かしい成果を上げている。

しかし、国際的なスケールで学生を惹きつけるまでには至っていない。そこで、これまで実施してきた

質の高い学部・大学院教育を留学生にもより広く提供し、国際的に活躍できる人材を育成するため、日

本人学生と留学生が共に学ぶ新たな環境を構築することを目指す。本学がわが国の大学を国際化する拠

点となり、世界の Nagoya University へと転換していくための、戦略的諸施策を以下のとおり実行する。 

 

【英語コースの新設】現状では、海外の高校生や大学生が名古屋大学への進学に興味を抱いていても、

日本語力が全くない場合には進学をあきらめざるを得ない。本構想は、すでに英語のみで実施している

大学院コース（法学・工学・国際開発・環境学の各研究科）の受入れ枠拡大に加えて、英語のみで卒業

可能な、理系（理学・工学・農学）及び文系（法学・経済）の学部コースを新たに設置し、さらに、博

士前・後期課程についても理系・文系に同様な国際コースを設置することを基本としている。これらの

コースは、現在日本語で開設されているものと同じレベルであり、卒業・修了要件もほぼ同一となって

いる。 

 

【既存短期留学生コース・日本語教育の充実】本学の短期留学受入れプログラム（NUPACE）の受入れ枠

拡大など、多様な留学生を受け入れる仕組みを整備する。英語コースの留学生に対して、外国語として

の日本語の単位取得を必修とし、日本人学生との交流や日本文化に接する機会の提供に努める。本学で

は、グローバル COE 拠点形成プログラム等による留学生・海外の共同研究者の受入れ等を通じて、大学

院における教育研究環境の国際化を進めてきた。これを核にして、引き続き受入れ環境を整備していく。

海外で教育研究に 1 年以上携わった者が約 28%おり、本学教員の多くは英語による講義が可能であるが、

引き続き外国人教員数の増加、若手教員の海外教育研修等に努める。 

 

【学生の募集活動（海外拠点の活用・広報の強化）】教職員が常駐している本学の国際交流拠点（ベト

ナム、ウズベキスタン、米国、中国、モンゴル、カンボジアなど）や、本学が主導している国際的な大

学連携組織 Academic Consortium 21 (AC21)加盟校、海外同窓会支部などと協力し、積極的な学生募集

活動を行う。同時に、Web サイト等を活用した広報活動を強化し、Web 上で受験手続を可能にするシステ

ムを整備する。 



 

【多様な選考方法による優秀な留学生の選抜】学部入試では、AP 試験や「日本留学試験（日本学生支援

機構）」、GPA、TOEFL 等を活用し、現地での入学試験を積極的に実施する。一部に指定校制度を設ける。

大学院入試では、TOEFL、書類選考、現地面接に加えて、テレビ会議システムを用いた面接など多様な選

考方法で優秀な留学生の獲得に努める。 

 

【附属高校】日本語コースを設けている海外の拠点高校と名古屋大学附属高校間で交換留学制度を整備

し、名古屋大学への進学を推進する。 

 

【奨学金・授業料減免など】大学の独自資金に加えて、産業界からの寄付などを活用し、成績が特に優

秀な留学生に対しては、入学金・授業料免除を実施し、奨学金の支給などを行う。 

 

【留学生の利便性向上】クレジットカード決済、海外拠点口座の活用など海外から入学検定料などを送

金しやすいシステムを作る。合格者に対する入学前のオリエンテーションを現地で実施するなど、利便

性の向上を図る。 

 

【チューター・TA・RA】英語コースに入学する留学生に対しては、学生をチューターとして配置する。

学年進行に伴い、留学生を TA や RA として積極的に採用する。 

 

【事務体制の整備】留学生のあらゆる手続き・相談に対応するワンストップオフィスとして、現在分散

している窓口を一カ所に集中した国際ゾーンを整備する。また、優秀な学生の募集活動や受験の受付業

務を英語で行うアドミッションオフィスを整備する。英語で対応可能な職員の増員と研修の強化、学内

文書・掲示板等の英語併記を早急に進める。 

 

【図書館等の留学生対応】既に留学生に配慮した図書館作りを行ってきたが、英語コースに関連する参

考図書・海外の新聞や雑誌の充実など、利便性向上に努める。 

 

【生活環境の整備】留学生の増加に対応する宿舎の整備を進める。現在、独自資金によって 100 名規模

の留学生宿舎建設を開始した。今後、民間からの提供を含めて、充分な宿舎確保に努める。ハラールフ

ードの提供等はすでに実施しているが、ベジタリアンや日本食を受け付けにくい留学生に対する多様な

メニューの提供を、現在在学中の留学生や学生食堂運営業者と検討する。 

 

【キャリア支援、インターンシップなど】国内企業等への就職を希望する留学生に対して、オリエンテ

ーション、キャリアパス教育に加え、自動車工学に関する夏季プログラムなど本学独自の取り組み、企

業や経産省、愛知県と連携した多様なインターンシッププログラムを提供する。 

 

こうした施策によって、5年後には留学生総数 2,100 名、平成 32 年度末には 3,000 名の達成を目指す。 

一方、外国人教員比についても、平成 32 年度末には全教員の 7.5%を目指す。 
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                                              資料２ 

 

高大連携教育プログラム（短期集中型）  

－大学の人的･物的資源を活用して行う高等学校教育の改善と活用－  

 

 

１．概  要  

  附属学校の生徒を対象として、高校生の実態の観察と分析にもとづいて、高等教育にス ム

ースに接続する中等教育及び初年次教育の内容と方法を開発し、本学における大学教育 と中等

教育の改善に資する。  

２．対  象  名古屋大学教育学部附属高等学校１、２年生合計２７名  

３．場  所  東海地区国立大学共同 中津川研修センター  

４．実施期間  平成２１年８月４日（火）～８月６日（木） ２泊３日  

＊行程表は別添のとおり  

５．学習テーマ 「よむ・かく・みる・ふれる・ときはなつ」  

６．教育の内容  

  附属高等学校の生徒の能力・意欲等を踏まえつつ、大学での学びにつながるような、

 座学、フィールド･ワーク (グループ･ワーク )、自主活動など効果的な教育（学習）を展 

開させていく。  

 

（参考）     

 ○ これまでの高大連携活動との違い  

  一般に、「高大連携活動」と呼ばれているものの多くは、大学教員が高校生に対して

授業を提供するという形態をとり、もっぱら大学が高校に貢献するという一方向のものに

終わっていた。今回の取り組みは、教育活動のなかでの高校生の反応を観察･分析し、何が

高等教育へと結びつくような知的･身体的な発達と、意欲や関心の育成を促すのかを明らか

にすることによって、高校教育の改善と同時に、大学の初年次教育の開発にも資するもの

であり、中等教育と高等教育にとって双方向性を持った連携活動を展開するものである。  

 

 

 

 



高大連携教育プログラム（短期集中型）
～大学の人的・物的資源を活用した高大連携教育活動～

☆学習テーマ 「よむ かく みる ふれる ときはなつ」

１．目的 教科を超えて学問に触れる 社会や大学の学問と連携する

２．期間 平成２１年８月４日（火）～６（木） ２泊３日

３．場所 東海地区国立大学共同 中津川研修センター

〒５０８－０１ 岐阜県中津川市苗木字岩須６３９－２０ ℡ ０５７３（６７）２００２

４．参加人数 教育学部附属高等学校１年生・２年生 合計２７人

５．服装 私服

６．行程内容

豊田講堂前 出発

9:00 9:10 13:00 16:00 17:30 19:00 20:30 23:00
１日目

（４日） 集合 移動 企画３ 昼食 夕食 自主企画 入浴 就寝準備 就寝指導はじめの会

7:00 8:00 9:00 12:00 13:00 16:00 17:30 19:00 20:30 23:00
２日目

５日 起床 朝食 企画２ 昼食 企画４ 夕食 自主企画 入浴 就寝準備 就寝指導（ ）

7:00 8:00 9:00 12:00 13:00 15:00
３日目

６日 起床 朝食 企画１ 昼食 移動 豊田講堂前 解散（ ） 終わりの会

・企画内容

企画１ 杉山寛行先生（名古屋大学理事・副総長） 「よむ」読む行為を考える

企画２ 戸田山和久先生（名古屋大学総長補佐・大学院情報科学研究科） 「かく」文書の力を磨くためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（言葉で表現する）

企画３ 足立守先生（名古屋大学博物館） 「みる 「ふれる」阿寺断層，鉱物博物館見学など」

（ ） 「 」 （ ）企画４ 島岡清先生 名古屋大学総合保健体育科学ｾﾝﾀｰ ときはなつ ﾎﾞｰﾙを使った新しい運動を創造する ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ運動等

夜の自主企画 参加生徒による自己紹介・交流企画

イブニングトークまたは、大学教員（＋卒業生）を囲んでの何でも大討論会

「大学の知を中等教育へ」のＤＶＤを使用して、ノーベル賞受賞者の業績を学ぶ



資料３

 

名古屋大学

 １７年度  １８年度  １９年度 ２０年度 ２１年度

新規分 1,866 1,832 1,671 1,718 1,484

継続分 664 741 761 785 826

計 2,530 2,573 2,432 2,503 2,310

新規分 548 475 521 530 444

継続分 664 741 761 785 826

計 1,212 1,216 1,282 1,315 1,270

新規分 29.37% 25.93% 31.18% 30.85% 29.92%

継続分 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

計 47.91% 47.26% 52.71% 52.54% 54.98%

新規分 2,511,100 2,119,300 1,749,800 1,727,900 1,417,300

継続分 2,727,000 3,463,826 3,524,670 3,377,280 3,252,376

計 5,238,100 5,583,126 5,274,470 5,105,180 4,669,676

注１）各年度とも年度当初に文部科学省が公表した配分状況によるものである。

　＜参　考＞
　　平成21年度科学研究費補助金予算総額1,970億円（20年度　1,932億円）

注２）集計している研究種目は、特別推進研究、特定領域研究、新学術領域研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若
手研究の交付内定分であり、新学術領域研究、基盤研究(S)、若手研究(S)、若手研究（スタートアップ）の新規課題
を除く（平成21年度）。

 申請件数

 内定件数

内定率
（内定件数

／申請件数）

内定金額
（直接経費
（千円））

科学研究費補助金　年度当初の内定状況［年度別］

区　分



資料４ 

 

濵口総長が韓国・成均館大学校から名誉博士の称号を授与 
 

【成均館大学校の概要】 

成均館大学校（ソンギュングァンだいがっこう，英

称:Sungkyunkwan University）は，ソウル特別市鍾路区に本部を置

く大韓民国の私立大学である。1946 年に設置された。大学の略称

は成大。1398 年に設立された朝鮮時代の最高教育機関成均館を母

体としており，韓国で最古の大学と言われる。ソウルキャンパス

には文系と芸術・体育系の学部が，水原キャンパス（ソウル南約 45 ㎞）には理系の学部が

それぞれ置かれている。 

 ソウルキャンパス（儒教・東洋学部，リベラルアーツ学部，人間生命科学学部，法学

部，社会科学部，経済学部，経営学部，教育学部，文学部） 

 水原キャンパス（自然科学部，情報コミュニケーション工学部，工学部，薬学部，生

命科学・自然資源学部，スポーツ学部，医学部） 

教員数約 4,100 名（客員等含む；2007 年 4 月現在），学生数約 24,500 名（2006 年 4 月現在）

を擁し，サムソングループが財団に参与した 1996 年からは'VISION2010'という長期展戦略

を段階的に推進している。 

海外の学術交流協定校は約 400校に及んでいるが，うち 25が日本の大学との協定である。

主な協定校は，早稲田大学，東北大学，東京大学，中央大学，神戸大学，立命館大学，九

州大学，広島大学，京都大学，東京工業大学等。 

1998 年に建学 600 周年記念式を挙行。俳優のペ・ヨンジュン氏，女優ムン・グニョン氏

（『秋の童話』主人公子供時代）の出身校としても有名。 

 

【過去の名誉博士被授与者（日本人）】 

植村甲午郎（うえむら こうごごろう）氏 

 ＜１９７３年３月８日 経済学博士号授与＞ （日本経済団体連合会会長）  

  旗田 巍（はただ たかし）氏 

   ＜１９８８年７月７日 文学博士号授与＞ （東京都立大学名誉教授） 

緒方貞子（おがた さだこ）氏 

 ＜２０００年１０月１４日 政治学博士号授与＞ （国連難民高等弁務官） 

 

医学分野での名誉博士号授与は、成均館大学校で初めて。 

 

 



 

【世界大学ランキング等による評価】 

 QS-THE 世界大学ランキング 2008：370 位（韓国内で第 7 位） 

 上海交通大学世界研究大学ランキング 2008：303-401 位（韓国内で第 7 位） 

 Webometrics ランキング 2009 年 1 月版：604 位（韓国内で第 6 位） 

 

【本学との関係・交流実績】 

 （共通の教員） 

 成均館大学校ナノテクノロジー先端技術研究所所長に飯島澄男本学特別招へい教

授（名城大学教授）が就任 

 （協定） 

 2005年 10月 本学法学研究科が成均館大学社会科学部と部局間学術交流協定締結 

 2008 年 12 月 本学工学研究科（附属プラズマナノ工学研究センター）が成均館大

学校先端プラズマ表面技術センターと共同研究に関する協定締結（JSPS 若手研究

者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）採択） 

 2009 年 4 月 全学間学術交流協定締結に合意（現在協定締結手続き進行中） 

 （工学研究科） 

 ITP 海外パートナー大学として共同シンポジウムを定期的に開催 

 （法学研究科） 

 2008 年 6 月 成均館大学政治外交学科・教授ら 3 名が本学開催の国際シンポジウ

ムに出席 

 （経済学研究科） 

 2008 年 2 月 荒山教授ら 2 名が共同研究のため成均館大学を訪問 

 （医学系研究科） 

 2006年 9月 成均館大学サムソン医療センターYoon, Byung-Koo氏が共同研究のた

め本学を訪問（受入教員：加齢医学講座 葛谷准教授） 



資料５

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

3日（月） 役員会、臨時部局長会

○部局の諸会議
日（曜日） 会議の名称（部局）

26日（水） 臨時専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）

名古屋大学　平成21年8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

7月3日（金）～8
月28日（金）の毎
週金曜日

経済産業省産学人材育成パート
ナーシップ事業
「農産学連携による東海の農と
食を担う生産・流通組織及び中
小食品企業の中核人材の育成」
研修コース

場所：インキュベーション施設プレゼンテーション室
内容：新規ビジネス創出のためのビジネスモデル構築、トレーサビ
リティー、サプライチェーン強化による品質管理、資源循環、リー
ダー資質養成などについての講義、演習及び実習

生命農学研究科
福島和彦教授
052-789-4159
農学国際教育協力研究センター
松本哲男教授
052-789-4240
NPO法人東海地域生物系先端技
術研究会
松井正春アドバイザー
052-789-4586

7月31日(金）
テクノフロンティアセミナー
(TEFS)             「ふれてみよう、
電子と情報の最先端」

場所：工学部
時間：9：00～18：30
内容：高校生向けに電子・情報の分野における大学レベルの最先
端的工学のいくつかを実験によって体験するせミナーと、企業の先
端施設の見学会を開催する。
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学部電気教室内
TEFS実行委員会
052-789-3647

7月31日(金）～8
月3日(月)

2009年度国際開発研究科公開
講座「コーパスを利用した言語
研究のためのテキスト処理入
門」

場所：国際開発研究科棟
時間：9：00～17：00（7／31のみ12：00～）
内容：テキストエディタ、正規表現、表計算ソフト、UNIXのテキスト処
理ツールなどの汎用的なツール・技術を使ってデータを処理しなが
ら、基礎的なテキスト処理技術を身に付けるとともに、情報抽出・加
工の過程を段階ごとに確認しながら処理を進めることで、適切に
データ処理を行うセンスを養うことを目指します。
定員：18名
受講料：9,200円

文系総務課総務グループ
国際開発研究科担当
052-789-4952、4953

8月1日(土）、2日
(日）

第2回地球教室「ナゴヤで化石を
さがそう！」

場所：博物館、名古屋駅周辺及び栄地区
時間：13：：30～16：30（8/1）、 9：00～15：00（8/2）
定員：30名（小学3年生から中学3年生とその保護者）
参加費：1000円
共催：名古屋市科学館共催事業

博物館事務室
052-789-5767

8月1日（土）、2日
（日）

公開実験講座2009
「バイオサイエンス・バイオテクノ
ロジーを体験する」

場所：生物機能開発利用研究センター
時間：10：00～16：00（２日間）
内容：「コメの食味とＤＮＡ」コース、「自分の遺伝子を見てみよう」
コース、「細胞を光らせてみよう」コース
（但し、抽選により1コースのみ受講）
定員：15名程度
（申込者多数の場合は、抽選により受講者を決定）
対象：社会人及び学生（高校生以上）
参加費：2,500円

生物機能開発利用研究センター
事務室
052-789-5194

8月3日（月）
平成21年度第1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
時間：10：00～16：00
内容：機械工作コース「夢工作・スターリングエンジン」、
電子回路工作コース「電子楽器・テルミン」
定員：各コース10名程度
対象：高校生
参加費：700円

創造工学センター
ものづくり公開講座
052-789-3788

8月4日（火）
テクノサイエンスセミナー
「便利で安全なくらしを支える技
術へのいざない」

場所：工学部
時間：9：15～17：00
内容：普段、私達が生活するにあたり、当たり前のように使っている
インフラを整備し、守るために様々な技術が駆使されている。ここで
は、様々な技術に関連するスケールの異なるテーマの実験等を体
感する。
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学部社会環境工学科
TSS実行委員会
052－789－3735



若手女性研究者
サイエンスフォーラム

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～15：30
内容：サイエンスカフェ及び本学女性研究者による自然科学分野に
おけるポスター発表
講演者：作田絵里氏（ロレアル・ユネスコ女性科学者日本奨励賞受
賞者）

女子中高生理系進学推進セミ
ナー

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～16：00
内容：本学教員によるセミナー及びサイエンスフォーラム見学
※要事前申込

8月5日（水）～7
日（金）

オープンキャンパス2009

場   所：東山キャンパス、大幸キャンパス（医学部保健学科）
内   容：名古屋大学へ入学を希望する方々に、本学の教育研究の
紹介や施設見学を通じて、進学の目的意識を持っていただくため
の企画です。
全体企画(3日間共通)：9：30～17：00
　大学紹介ビデオ、個別相談、施設見学
学部企画
　8月5日（水） 13：00～17：00　経済学部
　　　　　　　　　10：00～16：30　工学部
　8月6日（木） 13：00～17：00　法学部、教育学部、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医学部医学科、農学部
　8月7日（金） 13：00～17：00　文学部、情報文化学部、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理学部、医学部保健学科
URL：http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/open-campus/2009/

学務部入試課
052-789-5765

8月5日（水）～7
日（金）

平成21年度名古屋大学数学ア
ゴラ（夏季集中コース）

場所：理学部１号館
時間：10：00～16：40
内容：数学の様々な魅力を深いレベルで接することが出来る機会
を提供するため世界の最先端で数学研究を行っている教員たちが
講義を行う。
対象：数学とその応用に興味を持つ高校生及び高校教員
定員：100名（応募多数の場合は抽選）
参加費：無料

多元数理科学研究科
「数学アゴラ」係
052-789-5742

8月4日(火)～10
月3日（土）
（日・月曜日及び
8月13日～8月15
日休館）

第17回博物館企画展
「水辺の宝石　トンボ～東海昆
虫保存会コレクション展」

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6日(木)

市民公開講座
電気でファッショナブルライフ、あ
なたも今日からエコロジスト！
(第7回)

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階
時間：13：00～15：00
テーマ：「電気でひろがる未来の生活」
講演題目：「電気で走る明日の車」
講演者：石川哲浩氏（トヨタ自動車）
講演題目：「新しい家庭電化の波」
講演者：志村欣一氏（中部電力）

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
小島寛樹助教
052－789－5874

8月6日(木)

ミクロの探検隊
「虫ってどんなふうにみえるか
な？～電子顕微鏡でみてみてよ
う」

場所：博物館講義室及び展示室
時間：13：00～16：30
定員：18名
対象：小学5年生から一般

博物館事務室
052-789-5767

8月7日(金)
平成21年度がんプロフェッショナ
ル養成プラン講演会

場所：医学部附属病院中央診療棟３階講堂
時間：18：00～19：30
テーマ：「希望としてのがん看護－マーガレット・ニューマン理論に
基づくナースの寄り添い－」
講演者：遠藤恵美子（武蔵野大学看護学部教授）
参加費：無料

医学部・医学系研究科学務課
　052－744－5178
医学部附属病院内　がんプロ
フェッショナル養成プラン事務局
052－744－1902

8月4日(火）
男女共同参画室
荒井礼子特任助教
052－789－2945



8月9日(日)
第20回日本数学コンクール
第13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
参加資格：高校生及び高校生相当年齢の者
※日本ジュニア数学コンクールは中学生・小学生は５年生以上　参
加費：1000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18日（火）～
10月15日(木)
(祝日を除く毎週
火・木曜日）

平成21年度名古屋大学公開講
座

場所：経済学部第2講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「だいじょうぶか！安全・安心で持続可能な社会をめざし
て」
受講料：9,200円
定員：200名
※申込終了

研究協力部社会連携課
「公開講座」係
052-788-6144

8月19日（水）、20
日（木）

名古屋大学掛長研修
場所：豊田講堂第1会議室
時間：8：30～17：00頃
対象者：昇格直後の掛長・専門職員

総務部人事労務課総務掛
052－789－2033

8月20日(木） 第103回博物館特別講演会

場所：博物館講義室
時間：13：00～15：30
講演題目：「トンボの縄張り～ご近所さんとの仁義なき闘い」
講演者：小野知洋（金城学院大学教授）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

8月22日（土）～
24日(月)

第18回公開セミナー「天文学の
最前線」宇宙の磁場～太陽から
深宇宙まで

場所：名古屋市科学館(8/22)、シンポジオンホール(8/23)、野依記
念学術交流館ほか(8/24)
時間：10：00～17：00
内容：「宇宙の磁場」をキーワードに、宇宙物理学研究の最新成
果、本学で行われている研究とその成果について講演。研究室見
学。
参加費：1000円（資料集代）(学生は500円)
※要事前申込

理学研究科物理天体物理学研究
室
「公開セミナー」係
052－789－2843

8月22日（土）
附属フィールド科学教育研究セ
ンター東郷フィールド
第3回農場講演会

場所：東郷フィールド内農業館
時間：14：00～16：00
講演題目：「畜産物のできるまで」
講演者：加藤雅己氏（ＪＡ愛知経団連）
参加費：無料

附属フィールド科学教育研究セン
ター事務掛
0561-37-0210

8月25日（火）、26
日(水)

理数系教員指導力向上研修事
業「実習と演習による分子進化
の解析」

場所：理学部G館及び遺伝子実験施設
時間：9：00～17：00
内容：県内の高校理科教員28名へ、身近な植物を使った進化系統
解析の実験と演習を行う。

遺伝子実験施設
杉山康雄准教授
052－789－5943



8月26日（水）～
28日（金）

名古屋大学技術職員研修
場所：豊田講堂第1会議室ほか
時間：8：30～17：00頃

総務部人事労務課総務掛
052－789－2033

9月4日（金） テクノ・フェア名大2009

場所：工学部IB電子情報館
時間：10：00～17：00
内容：工学研究科の研究者が保有する研究シーズを広く企業等の
方に公開し、研究内容を理解していただくとともに、企業の方と共
に、新規産業の創出や新規製品の開発を目指すことにより、産学
連携の芽を育むため企画してものである。

工学部総務課総務掛
052－789－3406

9月5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
講演題目：「未来医療を拓くマイクロマシンとロボティスク」
講演者：生田幸士（工学研究科教授）

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

9月9日（水） 第52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：「地域と連携した超高層ビルの地震防災－新宿駅西口
地域の事例－」
講演者：久田嘉章(工学院大学工学部建築学科教授）
参加費：無料

災害対策室
052-788-6038

9月12、19日、10
月10、17日(各土
曜日)

柔道寝技教室

場所：第4体育館（柔道場）
時間：14:00～16:00
内容：高専柔道で培われた三角絞や各種返し技等の高度な寝技ﾃ
ｸﾆｯｸ、立ち技から寝技への移行技について講習を行います。
指導者：二村雄次（本学柔道部師範、本学名誉教授）、小川明男
（本学柔道部監督）
参加費：無料
※要事前申込

工学研究科
瓜谷　章教授
052－789－:3797

9月25日（金）
名古屋大学大学院
秋季修了式

場所：野依記念学術交流館
時間：10：30～

学務部学務企画課総務掛
052－789－2159

9月26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
講演題目：「日本のモノづくりは何処へ向かう？」
講演者：山田基成（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

9月26日（土）
附属フィールド科学教育研究セ
ンター東郷フィールド
第4回農場講演会

場所：東郷町役場2階大会議室
時間：14：00～16：00
講演題目：「食糧問題と地域農業、そして地産地消」
講演者：竹谷裕之（本学名誉教授）
参加費：無料

附属フィールド科学教育研究セン
ター事務掛
0561-37-0210
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