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平成２２年度 第１０回教育記者会懇談会 

 

 

１ 第７回日本学術振興会賞及び第１回日本学術振興会育志賞の受賞について 
（資料１） 

 

２ 伊藤勝基名誉教授へのモンゴル保健省からの勲章授与について（資料２） 

 

３ 個別学力試験（二次試験）の実施について（資料３） 

 

４ 2011 年度男女共同参画推進重点項目について（資料４） 

 

５ 名古屋大学基金感謝の集いの開催について（資料５） 

 

６ 今後の本学の行事予定（資料６） 

 

７ その他 

        次回開催日について 



資料１ 

 

第 7 回日本学術振興会賞及び第 1回日本学術振興会育志賞の受賞について 

 

○第 7 回（平成 22 年度）日本学術振興会賞 

日本学術振興会は、第７回(平成 22 年度)日本学術振興会賞の受賞者２５名を決定しま

した。授賞式は、３月３日（木）、東京都の日本学士院において行われる予定です。 

この賞は、将来、学術研究のリーダーとなり得る優れた研究を進めている若手研究者

を早い段階から顕彰し、その研究意欲を高めとともに研究を支援することで、我が国の

学術研究の水準を世界のトップレベルに発展させることを目的に創設されたものです。 

今回、名古屋大学からは、伊山  修多元数理科学研究科教授と大井 貴史工学研究科教

授の２名が受賞しました。 

２名の受賞対象となった研究業績は、以下のとおりです。 

伊山  修 多元数理科学研究科教授「整環の表現論」 

大井 貴史 工学研究科教授「キラルアンモニウム塩やキラルテトラアミノホスホニ

ウム塩を用いた不斉合成反応の開発」 

 

 

○第 1 回（平成 22 年度）日本学術振興会育志賞 

日本学術振興会は、第１回(平成 22 年度)日本学術振興会育志賞の受賞者１７名を決定

しました。授賞式は、２月１日（火）に、東京都の日本学士院において、天皇皇后両陛

下のご臨席のもと行われました。 

この賞は、日本学術振興会が天皇陛下から御下賜金を賜り、陛下のお気持ちを受けて、

将来、我が国の学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な大学院博士後期課程

学生を顕彰することで、勉学及び研究意欲を高め、若手研究者の養成を図ることを目的

に創設されたものです。 

今回、名古屋大学からは、市川 彰氏（文学研究科）と柳澤 周一氏（理学研究科）

の２名が受賞しました。 

２名の受賞対象となった研究課題は、以下のとおりです。 

市川  彰 「メソアメリカ古典期社会の形成過程に関する考古学的研究」 

柳澤 周一 「炭素－水素結合の直接変換に基づく芳香環連結反応の開拓」 

 



資料２ 
伊藤勝基名誉教授へのモンゴル保健省からの勲章授与について 

 

 伊藤勝基名誉教授に、これまでのヤング・リーダーズ・プログラム（YLP）を通じた、モンゴルの

保健分野における若い指導者の養成への貢献が認められ、モンゴル保健省から勲章が授与されました。 

ヤング・リーダーズ・プログラム医療行政コースは、平成 15 年に設置され、アジア諸国等から留

学生を受け入れ、世界の医療分野において人的ネットワークを創造できる将来のナショナル・リーダ

ーを育成しています。本プログラムは、原則 1 年で修士の学位を取得するもので、講義はすべて英語

で行います。英語による医療行政コースを行っているのは、日本では名古屋大学だけです。特徴的な

カリキュラムとしては、医療行政に関する各分野の専門家による特別講義、インターンシップ、フィ

ールドワーク・トリップ、海外の講師による講演があり、また、修士論文作成にも重点を置いていま

す。本プログラムの開講時期は１０月で修学期間は原則１年、修了時には「修士」の学位が授与され

ます。 

伊藤名誉教授は、医学系研究科にはじめて導入された英語による教育プログラムであるヤング・リ

ーダーズ・プログラムの初代教授として２００６年３月に定年退職されるまで、本プログラムのため

に献身的な貢献をされてきました。 

２００３年１０月に第１期の留学生を受け入れてからは、特徴のひとつである論文執筆の指導、講

義の実施、学外実習の引率等の研究・教育に関わることはもとより、生活習慣の異なる国からやって

きた学生たちの生活面にまで心を配られ、日本における父のように学生たちに慕われていました。 

伊藤名誉教授の指導を受けて本プログラムを修了し、学位を取得して帰国した学生たちは、それぞ

れの国において保健医療の分野で活躍しており、モンゴル保健省 THSDP プロジェクトディレクター

（前事務次官）、ラオス官房副長官、カンボジア赤十字社人材局長、バングラデシュ首相補佐官など

の要職についている者が多数おり、グローバルに活躍しています。 

YLP 医療行政コースは、以下の１４カ国の保健医療分野で 2年以上の実務経験を有する行政官等を

対象としています。 

（対象国）  

アフガニスタン、バングラデシュ、カンボジア、カザフスタン、キルギス、ラオス、マレーシア、 

モンゴル、ミャンマー、ポーランド、ルーマニア、タイ、ウズベキスタン、ベトナム 

モンゴルの YLP 修了生は、１期生から７期生まで、１１名である。 

(１期生-１名、２期生-２名、３期生-２名、４期生-１名、５期生-２名、６期生-２名、７期生-１名） 

モンゴル YLP 修了生の現職 

YLP１期生(2003-2004) 保健省 THSDP プロジェクトディレクター（前モンゴル保健省事務次官） 

（名古屋大学同窓会モンゴル支部 支部長） 

YLP２期生(2004-2005) 
UNICEF, モンゴルオフィス HIV and AIDS 専門官 

UNICEF, アフガニスタンオフィス 

YLP３期生(2005-2006) 
保健省公衆衛生政策調整・実施部 副部長 

WHO イタリアオフィス プログラム・オフィサー 

YLP４期生(2006-2007) 保健省情報・監理・評価部 部長 

YLP５期生(2007-2008) 
保健省救急医療サービス部担当官 

保健省行政管理部副部長 

YLP６期生(2008-2009) 
German Technical Cooperation（GIZ） 社会医療保険コンサルタント 

MCA Mongolia  Contract Management Specialist 

YLP７期生(2009-2010) 保健省リプロダクティブヘルス政策実施・調整担当官 



           

 

   

 



確定数

募集人員 志願者数 志願倍率 H22倍率 H21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 H22倍率 H21倍率

110 321 2.9 2.6 2.6 15 45 3.0 3.9 4.0

50 164 3.3 3.4 3.9 15 24 1.6 2.8 3.0

100 285 2.9 2.8 3.1 45 134 3.0 2.6 3.4

165 533 3.2 3.4 3.7 40 88 2.2 2.8 3.0

27 98 3.6 3.2 2.6 8 16 2.0 2.0 2.4

28 120 4.3 4.9 4.7 8 36 4.5 2.5 2.8

55 218 4.0 4.1 3.7 16 52 3.3 2.3 2.6

210 595 2.8 2.6 2.7 60 155 2.6 2.3 3.3

90 354 3.9 3.2 3.8 5 43 8.6 12 32 2.7 2.5 3.3

看 護 学 専 攻 45 136 3.0 2.9 2.8 35 77 2.2 1.9 1.9

放射線技術科学専攻 30 90 3.0 3.0 3.6 10 35 3.5 2.5 1.9

検査技術科学専攻 25 94 3.8 3.5 3.5 15 47 3.1 2.3 2.4

理 学 療 法 学 専 攻 13 37 2.8 3.5 4.2 7 16 2.3 4.7 4.9

作 業 療 法 学 専 攻 13 55 4.2 2.0 2.0 7 21 3.0 1.0 2.1

計 126 412 3.3 3.0 3.2 74 196 2.6 2.2 2.3

216 766 3.5 3.1 3.5 5 43 8.6 86 228 2.7 2.3 2.4

135 431 3.2 2.7 2.7 15 15 1.0 2.7 2.5

171 499 2.9 2.8 2.5 19 23 1.2 2.0 1.7

153 493 3.2 2.5 2.9 17 25 1.5 2.1 2.1

144 454 3.2 3.0 3.2 16 41 2.6 3.8 2.3

63 211 3.3 2.9 2.4 7 19 2.7 3.3 0.9

666 2,088 3.1 2.8 2.8 74 123 1.7 2.6 2.0

27 67 2.5 2.6 3.0 8 29 3.6 3.0 4.3

43 127 3.0 2.9 2.8 12 53 4.4 4.3 3.8

66 196 3.0 2.8 2.7 14 86 6.1 4.0 4.9

136 390 2.9 2.8 2.8 34 168 4.9 3.9 4.3

1,708 5,360 3.1 2.9 3.0 5 43 8.6 385 1,017 2.6 2.7 2.9

1,708 4,960 2.9 ― ― 5 31 6.2 385 1,027 2.7 ― ―

0 400 0.2 ― ― 0 12 2.4 0 -10 -0.1 ― ―

［参考］

前年比

(5,616)

応 用 生 命 科 学 科

社 会 環 境 工 学 科

物 理 工 学 科

電気電子・情報工学科

機 械 ・ 航 空 工 学 科

553,368

前　年　比

合　　　　　計

558,984大学入試センター試験　志願者数

平成22年度実績

Ｈ２３ Ｈ２２
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平成23年度名古屋大学一般入試（前期日程・後期日程）・推薦入試出願状況

資料３

前期日程 推薦入試
学　部　・　学　科　等　名

後期日程
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資料５ 

 

名古屋大学基金感謝の集い開催について 

 

 

名古屋大学基金へ個人１００口以上、法人・団体１，０００口以上のご寄附

をいただいた方々等に総長との懇談会にお越しいただき、感謝状を贈呈すると

ともに、今回は、愛知県立芸術大学の教授・准教授による「愛・知・芸術のも

り弦楽五重奏団」のミニコンサート開催し、招待しました。 

 

 

○名古屋大学基金感謝状贈呈式 

日 時：平成２３年２月１９日(土) 午前１０時～ 

式 場：豊田講堂第一会議室 

 

○愛・知・芸術のもり弦楽五重奏団のミニコンサート 

日 時：同日午前１０時３０分～午前１１時２０分 

会 場：豊田講堂ホワイエ 

プログラム 

メンデルスゾーン「弦楽五重奏曲第１番 イ長調 作品 １８」 

赤堀文雄「日本の四季」 

 

○総長との懇談会 

日 時：同日午前１１時３０分～ 

会 場：ユニバーサルクラブ 



資料６

○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

7日（月）、
14日（月）

役員会

1日（火）
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、農学部・生命農学研究科、環境学研究科）
研究科委員会（医学系研究科）

3日（木） 教授会（国際開発研究科）

8日（火）
教授会（理学部・理学研究科）
研究科委員会（理学研究科）

9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）

11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）

16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）

18日（金） 教授会（環境医学研究所）

23日（水）
教授会（文学部・文学研究科、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23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

1月11日（火）
～3月31日（木）
（日・月曜日休館）

博物館企画展
「恐竜たちがやってきた
－化石から学ぶ過去の生物多様
性－」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「第3弾こんな化石がみつかるの？例外的に良好に保
存された化石群特集」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月8日（火）
～3月5日（土）
（日・月曜日休館）

博物館企画展
「モンゴル書道展」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「草原の民モンゴリアン－伝統と現代社会の狭間で」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月25日（金）
～2月26日（土）、
3月12日（土）

平成23年度
一般選抜個別学力検査

前期日程：2月25日、26日
後期日程：3月12日

学務部入試課
052-789-5765

2月26日（土）
～2月27日（日）

平成22年度第4回「地球教室」

場所：博物館、蒲郡市生命の海科学館
テーマ：「鉱物をさがそう」
定員：30名
対象：小学3年生から中学3年生とその保護者（中学生は個人
参加可）
参加費：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

2月26日（土）、
3月12日（土）、
3月26日（土）、
4月9日（土）、
4月23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3階講義室
時間：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

2月28日(月）
名古屋大学特別講演会：
城所卓雄駐モンゴル日本国特命
全権大使講演会

場所：野依記念学術交流館
時間：15：00～16：45
テーマ：「モンゴルから見た日本、日本から見たモンゴル－より
よいパートナーシップ構築のために－」
講演者：城所卓雄氏（駐モンゴル日本国特命全権大使）
参加費：無料

国際部国際企画課
052-789-2043

3月1日（火）

遺伝子実験施設
第4回ハイスループットスクリーニ
ングシステムと次世代DNAシーケ
ンサの相乗的応用研究会

場所：遺伝子実験施設（理学部Ｆ館）Ｆ301教室
時間：14：00～18：00
講演題目：「海のモデル植物スサビノリを用いた研究のいくつ
かの話題」
講演者：嵯峨直恆氏（北海道大学教授）
参加費：無料

遺伝子実験施設
研究員　上池伸徳
052-789-4527

3月1日（火）
教育学部附属中学・高等学校
卒業式

場所：豊田講堂
時間：10：00～

教育学部附属中学・高等学校
副校長　斉藤眞子
052-789-2680



3月2日（水）
平成22年度第2回名古屋大学と産
業技術総合研究所との連携・協定
に基づく技術交流会

場所：産業技術総合研究所中部センターＯＳＬ棟3階連携会議
室
時間：15：00～17：00
講演題目：「高温電子伝導性材料の探索」
講演者：寺崎一郎（理学研究科教授）、申　ウソク氏（産業技術
総合研究所主任研究員）
講演題目：「自動車用調光ミラーガラスに用いるパラジウム薄
膜の研究」
講演者：八木伸也（工学研究科准教授）、吉村和記氏（産業技
術総合研究所グループ長）
講演題目：「重元素置換したホイスラー型Fe2VA系合金におけ
る電子状態の検討および熱電特性の 適化」
講演者：竹内恒博（エコトピア科学研究所准教授）、三上祐史
氏（産業技術総合研究所研究員）
講演題目：「プロトンの導電体の酸素活性能を利用したレアメ
タル代替材料の開発」
講演者：日比野高士（環境学研究科教授）、西田雅一氏（産業
技術総合研究所研究員）
参加費：無料

研究協力部社会連携課
052-788-6145

3月2日（水）
留学生センター
日本語研修生修了式

場所：国際開発研究科棟8階オーディトリアム
時間：10：00～11：00

国際部国際学生交流課
留学生センター掛
052-789-5951

3月3日（木）
～3月5日（土）

グローバルＣＯＥプログラム「宇宙
基礎原理の探究」
第2回国際会議

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：9：00～

ＧＣＯＥ事務局
052-788-6195

3月4日（金）
国際開発研究科創立20周年
記念講演・記念シンポジウム

場所：経済学部第2講義室
時間：13：00～17：30
講演題目：「名古屋大学と国際開発研究の20年」
講演者：小川英次氏（中京大学顧問）
内容：初代研究科長小川英次氏の記念講演と第3代研究科長
中條直樹氏（本学名誉教授）らによるパネルディスカッション
参加費：無料

国際開発研究科
教授　高橋公明
052-789-4982

3月4日（金）
グローバルＣＯＥプログラム「シス
テム生命科学の展開：生命機能の
設計」シンポジウム

場所：理学部Ｅ館Ｅ131講義室
時間：13：00～
テーマ：「『M:i-S』Mission in Science-「伝わること」を意識して
いますか？-」
講演題目：「サイエンスは社会に伝わるのか」
講演者：引野　肇氏（中日新聞社）
参加費：無料

ＧＣＯＥ事務室
052-789-6447

3月4日（金）
～3月5日（土）

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」国際ワークショップ

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：9：30～18：30(3/4)、10：00～18：00(3/5)
テーマ：「伊勢湾流域圏における生態系保全と持続的開発」

ＧＣＯＥ事務局
052-747-6521



3月4日（金）
～3月6日（日）

国際言語文化研究科
国際シンポジウム「日本研究にお
ける内外の視点」

場所：全学教育棟北棟406（3/4)、西尾市岩瀬文庫（3/5、6）
時間：13：30～16：30
講演題目：「フランス国立図書館写本室蔵『酒飯論絵巻』につ
いて－『酒飯論絵巻』総合研究の結果報告および今後の展
望：2010～2011年」
講演者：ヴェロニク・ベランジェ氏(フランス国立図書館研究員)
講演題目：「フランス国立図書館写本室蔵『天主降生出像経
解』とジェローム・ナダル作絵入り福音書について」
講演者：伊藤信博(国際言語文化研究科助教)
講演題目：「キリシタン聖画をめぐるいくつかの問題」
講演者：水戸博之(国際言語文化研究科教授)
講演題目：「王朝物語の絵と歌－『源氏物語』を中心に－」
講演者：高橋　亨(文学研究科教授）
講演題目：「阿仏尼の人生と作品から読み取られる中世女性
の姿」
講演者：クリスティーナ・ラフィン氏(ブリティッシュコロンビア大
学助教授)
参加費：無料

国際言語文化研究科
助教　伊藤信博
052-789-5282

3月5日（土）
文学研究科
公開シンポジウム

場所：文学研究科237講義室
時間：13：30～16：15
テーマ：「マンダラと論理のインド」
講演題目「マンダラとは何か」
講演者：立川武蔵氏（愛知学院大学教授）
講演題目：「インド人の脳に映った世界」
講演者：和田壽弘（文学研究科教授）
講演題目：「越境する仏教写本：オックスフォード大学所蔵タイ
装飾写本研究報告」
講演者：畝部敏也（文学研究科准教授）
参加費：無料

文学研究科
インド文化学研究室
052-789-2217

3月5日（土）
国際開発研究科
第3回「開発のためのアジア学術
ネットワーク」国際セミナー

場所：豊田講堂シンポジオン会議室
時間：13：00～17：45
講演者：長谷川真一氏（ＩＬＯ駐日事務所代表）、磯貝匡志氏
（トヨタ自動車常務役員）、山田肖子（国際開発研究科准教
授）、廣里恭史氏（アジア開発銀行上級教育専門官）
内容：基調講演の後パネルディスカッション「アジアの発展途
上国における技能開発の機会と課題」を開催
参加費：無料

国際開発研究科
教授　岡田亜弥
052-789-4960

3月5日（土）
～3月7日（月）

経済学研究科
ゲーム理論ワークショップ2011

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：50～18：00（3/5)、10：00～17：20(3/6)、9：30～12：
10(3/7)
内容：全国の研究者による講演と企画セッション「生物学と
ゲーム理論の接点」、「参入・退出ゲームの実証分析」を開催
参加費：無料

経済学研究科
准教授　花薗　誠
052-789-4932

3月5日（土）、
3月19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：経済学部カンファレンスホール
時間：10：00～12：00
講演題目：「田んぼの微生物を探る」(3/5)
講演者：村瀬　潤（生命農学研究科講師）
講演題目：「基軸通貨『ドル』の運命」（3/19）
講演者：奥村隆平（経済学研究科教授）
参加費：無料

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

3月5日（土）、
3月26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3階講義室
時間：10：00～12：00
定員：15名

博物館事務室
052-789-5767



3月6日（日）
～3月11日（金）

国際開発研究科
ＡＤＢ（アジア開発銀行）カンボジ
ア行政官研修

場所：名古屋大学、トヨタ自動車、大阪証券取引所等
内容：カンボジアの行政官を対象にした研修として、経済政
策、地域開発政策、財政政策のレクチャーおよび現地視察を
行う

国際開発研究科
准教授　新海尚子
052-789-5096

3月7日（月）

グローバルＣＯＥ「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：野依記念物質科学研究館
時間：9：00～18：00
テーマ：「ナノ構造化物質の物理化学に関する国際ワーク
ショップ」

物質科学国際研究センター
教授　阿波賀邦夫
052-789-2487

3月7日（月）
～3月8日（火）

国際言語文化研究科
国際シンポジウム

場所：全学教育棟北棟406号室（3/7）、文系総合館7階カンファ
レンスホール（3/8）
時間：13：00～18：15(3/7）、13：00～18：00(3/8)
テーマ：「マイノリティ状況と共生言説Ⅱ」
講演者：フランソワーズ・リオネ氏（カリフォルニア大学教授）、
シーラ・ウォン氏（モーリシャス大学上級講師）、ナンダ・シン氏
（トリブバン大学教授）、徐　冰氏（東北師範大学教授）、小池
理恵氏（富士常葉大学准教授）、布施　哲（国際言語文化研究
科准教授）、田所光男（国際言語文化研究科教授）
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　長畑明利
052-789-4702

3月8日（火）
～4月9日（土）

ボタニカルアート作品展

場所：博物館2階展示室、野外観察園セミナーハウス
時間：10：00～16：00
内容：3月8日から4月9日まではⅡ期として東海林富子氏の作
品を中心に展示
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

〈第3回〉
場所：全学教育棟北棟406教室
時間：17：00～18：30
講演者：エリザベス・Ｃ・トラウゴット氏（スタンフォード大学名誉
教授）
参加費：無料

〈第4回〉
場所：全学教育棟北棟406教室
時間：15：00～16：30
テーマ：「認知言語学からみた外国語教育の展望」
講演者：山梨正明氏（京都大学教授）
参加費：無料

3月10日（木）

エネルギーマネジメント研究・討論
会
平成22年度エネルギーに関する
文理融合研究合同成果報告会

場所：ＩＢ電子情報館2階大講義室
時間：13：00～17：00
テーマ：「第6回名大発－省エネ推進と地球温暖化防止」

施設管理部
施設企画課総務掛
052-789-2115

3月10日（木）
平成22年度
国際産学官連携セミナー

場所：名古屋マリオットアソシアホテル16階「アゼリア」
時間：13：30～
テーマ：「米国の成功事例に学ぶこれからの技術移転」
講演題目：「名古屋大学テクノロジーパートナーシップの活動
紹介及び米国大学特許出願・活用戦略調査結果について」
講演者：神山知久（名古屋大学テクノロジーパートナーシップ
所長）
定員：100名
参加費：無料

研究協力部社会連携課
連携推進掛
052-788-6145

3月9日（水）、
3月24日（木）

国際言語文化研究科
第3回、第4回公開講演会

国際言語文化研究科
教授　堀江　薫
052-789-4799



3月11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」オーガニックセミナー

場所：ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール
時間：16：00～18：00
講演題目：「パラジウム触媒を用いる不斉アリル化反応」
講演者：侯　雪龍氏(中国科学院上海有機化学研究所)
参加費：無料

工学研究科
教授　石原一彰
052-789-3331

3月12日（土）
大学教育改革フォーラムin東海
2011

場所：IB電子情報館
時間：10：00～17：50
参加費：無料

高等教育研究センター
052-789-5696

3月12日（土） 博物館コンサート

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
テーマ：「フラメンコ」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5769

3月14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」
ノーベル化学賞受賞者講演会

場所：野依記念物質科学研究館2階講義室
時間：16：30～17：30
テーマ：「ＮＭＲとノーベル賞の栄光」
講演者：リヒャルト・Ｒ・エルンスト氏（スイス連邦工科大学名誉
教授）
参加費：無料

理学研究科
教授　篠原久典
052-789-2482

3月14日（月）
［博物館友の会会員向け］
ギャラリートーク

場所：博物館2階展示室
時間：13：00～14：00
講演題目：「ボタニカルアート作品展Ⅰ期Ⅱ期に関する解説」
講演者：東海林富子氏（友の会ボタニカルアートサークル講
師）
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

3月14日（月）
～3月16日（水）

太陽地球環境研究所
太陽圏シンポジウム

場所：高等総合研究館6階カンファレンスホール
時間：9：00～17：00
内容：国立天文台や大学の研究者による太陽圏に関する 新
の研究成果の講演
参加費：無料

太陽地球環境研究所
教授　徳丸宗利
052-747-6330

3月17日（木）
医学部・医学系研究科
動物慰霊祭

場所：医学系研究科附属医学教育研究支援センター実験動
物部門南側供養碑前
時間：14：00～14：45

医学系研究科附属医学教育研
究支援センター実験動物部門
052-744-2469

3月17日（木）

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」ＲＣＭＳ有機化学国際
シンポジウム及び第7回平田義正
先生追悼記念レクチャー

場所：野依記念学術交流館
時間：9：30～17：30

理学研究科
教授　伊丹健一郎
052-788-6098

3月18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：16：00～16：30

研究所事務部総務課
第2庶務掛
052-789-3886

3月21日（月）
～3月22日（火）

グローバルＣＯＥプログラム「宇宙
基礎原理の探究」
スプリングスクール2011

場所：多元数理科学研究棟（理学部１号館）509号室
時間：9：30～17：30

ＧＣＯＥ事務局
052-788-6195



3月22日（火）
環境学研究科附属地震火山・防
災研究センター
年次報告会

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：9：30～17：30
内容：附属地震火山・防災研究センターの１年間の活動を報
告

環境学研究科
附属地震火山・防災研究セン
ター
助教　寺川寿子
052-789-5389

3月22日（火）
農学国際教育協力研究センター
2010年度第5回オープンセミナー

場所：生命農学研究科Ｂ319号室
時間：15：30～17：00
講演題目：「ケニア西部のストレス環境条件下における稲生産
システムの開発」
講演者：浅井英利（農学国際教育協力研究センター研究員）
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
052-789-4225

3月24日（木）
グローバルＣＯＥプログラム「テク
スト布置の解釈学的研究と教育」
講演会

場所：名古屋国際センタービル15階ＧＣＯＥオフィス
時間：15：00～
テーマ：「中世後期における聖人崇敬と巡礼（1200～1500年）」
講演者：アンドレ・ヴォシェ氏（前ローマ・フランス学院長）
参加費：無料

ＧＣＯＥ事務局
052-747-6450

3月25日（金） 名古屋大学卒業式
場所：豊田講堂
時間：大学院10：00～11：30、学部11：50～12：50

学務部学務企画課
052-789-2159

3月26日（土）
減災連携研究センター
設立記念シンポジウム

場所：ＩＢ電子情報館2階大講義室
時間：13：00～17：30
テーマ：「『連携』という減災の新たな取り組み－大学は何がで
きるのか？－」
講演者：福和伸夫（環境学研究科教授）、越智繁雄氏（内閣府
参事官）、鈴木良典氏（文部科学省地震・防災研究課長）、中
野秀秋氏（愛知県防災局長）、金田義行氏（海洋研究開発機
構プロジェクトリーダー）、藤原広行氏（防災科学技術研究所
プロジェクトリーダー）、水谷法美（工学研究科教授）、服部邦
男氏（中部電力部長）、笠井克紀氏（東邦ガス部長）

環境学研究科
准教授　護　雅史
052-789-3765

3月26日（土）
ミクロの探検隊
「植物－自分で採取した花などを
電子顕微鏡で見てみよう」

場所：博物館実験室、野外観察園
時間：13：00～16：00
定員：20名
対象：小学5年生から一般
参加費：50円

博物館事務室
052-789-5767

3月29日（火） 第6回高等研究院レクチャー

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
時間：15：00～18：10
テーマ：「環境学という学問を創る」
講演題目：「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』のめざすもの」
講演者：安成哲三（地球水循環研究センター教授）
講演題目：「人間社会は気候変動にいかに対峙できるか：高分
解能古気候学を通して歴史に学ぶ」
講演者：中塚　武（環境学研究科教授）
講演題目：「ラオスの環境問題：森林資源・人間活動・環境政
策の諸相と動態」
講演者：横山　智（環境学研究科准教授）
講演題目：「人にも環境にもやさしい交通システムと地域づくり
を目指して」
講演者：加藤博和（環境学研究科准教授）

研究協力部研究支援課
高等研究院掛
052-788-6051

4月5日（火） 名古屋大学入学式
場所：豊田講堂
時間：大学院10：00～、学部11：15～

学務部学務企画課
052-789-2159



4月11日（月）
～4月15日（金）

環境学研究科都市環境学専攻建
築学コース/パリ・ヴァル・ドゥ・
セーヌ国立高等建築学校
2011年合同建築・都市計画ワーク
ショップ

場所：環境総合館1階レクチャーホール
環境学研究科
准教授　村山　顕人
052-789-3750

4月16日（土）、
5月25日（水）

博物館野外観察園見学会
場所：博物館野外観察園
時間：13：00～15：00
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

4月26日（火）
～8月31日（水）
（日・月曜日休館）

博物館第15回特別展

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
テーマ：「深海の生物・化石展」
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月25日（土）
環境学研究科
創設10周年記念講演会・式典

場所：豊田講堂
時間：13：00～16：00
講演者：浅岡美恵氏（ＮＰＯ法人気候ネットワーク代表）、尾池
和夫氏（前京都大学総長）
内容：13：00～16：00まで記念講演会、16：30からは関係者に
よる記念式典

環境学研究科
052-789-3451



平成２３年２月２３日 
 

 名古屋教育記者会各社 殿 
 

   
 

駐モンゴル日本国特命全権大使城所卓雄氏講演会（ご案内） 
 
 
 平素より本学の活動へのご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、このたび、駐モンゴル日本国特命全権大使 城所卓雄 氏をお迎えし、下記により
特別講演会を開催することとなりました。 
 ご多忙中とは存じますが、是非とも取材をお願いいたしたくご案内申し上げます。 

敬具 
 
記 

 
１．趣旨： 
  近年、鉱物資源開発で世界的な注目を集めている「草原の国」モンゴルは、厳しい自然
環境、わずかな人口、大国に囲まれた内陸国といったハンディを背負いながらも 100 年に
わたって独立を守り抜き、冷戦の終結にあたっては市民・学生による民主化運動により無
血の民主化を遂げるとともに、「非核地帯化宣言」に代表される自主独立の外交を展開す
るなど、激動する東アジアにあって独自の存在感を誇っています。モンゴルは、日本を「第
三の隣国」と位置づけて重視するとともに、昨年 11 月には「『戦略的パートナーシップ』
構築に向けた日本・モンゴル共同声明」を発表するなど、日本にとって極めて重要な国と
なりつつあります。 
名古屋大学は、モンゴルの大学・研究機関との学術交流を 20 年近く積み重ねてきまし

たが、近年ではモンゴル国立大学法学部に「名古屋大学日本法教育研究センター」を、モ
ンゴル国立科学技術大学に「名古屋大学フィールドリサーチセンター」を設置し、また医
学研究科がモンゴル国立健康科学大学と学術交流協定を締結するなど、その協力関係はさ
らに緊密になりつつあります。 
このたび、名古屋大学では、城所卓雄・駐モンゴル日本国特命全権大使をお迎えし、独

立宣言 100 周年を迎えるモンゴルの政治・経済の状況、モンゴルを取り巻く国際関係、日
本とモンゴルの学術・教育交流のあり方などについてご講演頂くことにより、名古屋大学
をはじめとする日本の研究教育機関や企業・市民がモンゴルとどのように関わるべきかを
再考し、示唆を得る機会にしたいと考えます。 

 
２．講演題目：「モンゴルから見た日本、日本から見たモンゴル 
        ― よりよいパートナーシップ構築のために ―」 
 
３．日時：平成 23（2011）年 2月 28 日（月）15：00～16:45 
 
４．会場：名古屋大学野依記念学術交流館（名古屋大学東山キャンパス） 
 
５．レセプション： 講演会終了後、名古屋大学内にて大使を囲み懇親会を催します。 

（事前登録制、立食。） 
 
６．申し込み： お手数ですが、別紙様式「取材登録票」により 2 月 25 日（金）17：00 ま

でにＦＡＸにて、事前登録をお願いいたします。 
 
７．問合せ先： 名古屋大学国際部国際企画課（担当：堀尾、横井） 
  Tel:052-789-2043、Fax:052-789-2045 
 
 



＜別紙＞ 

 

 

取 材 要 領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）受付 

○受付時間  （講演会）14：30～15：00 

   （レセプション）16：50～17：15 

 

○受付場所  （講演会）野依記念学術交流館 2階ホール 

   （レセプション）シンポジオン・ユニバーサルクラブ入口 

 

○受付方法  名刺又は身分証の提示をお願いいたします。 

   なお、カメラ撮影をされる場合には、自社腕章を着帯ください。 

 

（２）撮影取材 

 講演者及び傍聴者の妨げにならない範囲でお願いいたします。 

 なお、一般傍聴者の方の撮影については、ご遠慮ください。 

 

（３）事前登録 

取材希望される場合は、別添様式「取材登録票」により、2 月 25 日（金）17：00

までにＦＡＸにて、以下の名古屋大学担当者あて事前登録をお願いします。 

 

（４）その他 

取材関係者のための控え室・駐車場は特に用意しておりませんので、予めご了承

ください。 

 

（５）問い合わせ・事前登録先 

 名古屋大学国際部国際企画課 堀尾、横井 

 ＴＥＬ：０５２－７８９－２０４３ 

 ＦＡＸ：０５２－７８９－２０４５ 

 

 

開催日時：平成 23 年 2 月 28 日（月）15：00～18：45 
 
開催場所：名古屋大学 
   野依記念学術交流館（講演会） 
   シンポジオン・ユニバーサルクラブ（レセプション） 
 （愛知県名古屋市千種区不老町） 



＜別添＞ 

 

平成２３年２月   日 
 
名古屋大学国際部国際企画課 行 
（FAX 番号 052-789-2045） 
 
 
 

駐モンゴル日本国特命全権大使 
講演会・レセプション 

取材登録票 
 

 

貴 社 名  

 
 
 
（取材される場合は、講演会欄・レセプション欄に○をご記入ください。） 

ご氏名 
部 署 名 

連絡先 
講演会 ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ 

カメラ取材

の有無 
     

     

     

     

     

＊ご出欠は下記までＦＡＸにて 2 月 25 日（金）17：00 までにご登録くださいますようお願

いします。 
 




