
 

 

平成２３年４月２６日 
 

 

 

 

平成２３年度 第１回教育記者会懇談会 

 

１ 名古屋大学東日本大震災対策本部の活動状況について（資料１） 

 

２ 名古屋大学理学南館の竣工について（資料２） 

 

３ サウジアラビアにおける国際高等教育フェア、高等教育会議について（資料３） 

 

４ 今後の本学の行事予定（資料４） 

 

５ その他 

        次回開催日について 

 

 

 



資料１ 

 

東日本大震災対策本部の活動状況について 

 

 

＜前回記者懇談会以降の対応状況＞ 

 

１．義援金 

  教職員、学生、保護者等からの義援金 23,620,000 円を、3月 31 日に愛知県被

災地域支援対策本部を通じて寄附。その後集まった義援金については、4月末

に愛知県に寄附する予定。 

 

 ２．医師等の派遣 

    

3 月 25 日 

（金） 

東北大学と協力し、石巻赤十字病院に医師 4 名、看護師 2 名、薬剤

師 1名、事務職員 1名を派遣。 

3 月 31 日 

（木） 

東北大学と協力し、石巻赤十字病院に医師 3 名、看護師 2 名、薬剤

師 1名、事務職員 1名を派遣。 

4 月 5 日 

（火） 

東大、千葉大と協力し、志津川地区へ医師 2 名、看護師 2 名、薬剤

師 1名、事務職員 1名を派遣。 

4 月 15 日 

（金） 

東大、千葉大と協力し、志津川地区へ医師 2 名、看護師 2 名、薬剤

師 1名、事務職員 1名を派遣。 

東海・北陸地区の富山大学、岐阜大学、三重大学と本学でローテーションを組み、

5月 7日から 8月末まで石巻地区に医師、看護師、薬剤師、事務職員を派遣予定。 

   

4 月 11 日

（月） 
施設系職員 2名を災害復旧事務のため、東北大学に派遣。 

今後も、要請等があれば協力する。 

 

 

 ３．被災地の学生・研究者の受け入れ、研究スペース・設備等の提供等 

 学生・研究者等の受入可能人数、研究スペース・設備等の提供可能な研究環境

について、全学的に調査をし、広く提供する体制を整えた（130 研究室で約 350

名受入可能）。申込みは、必要事項を記入のうえ、メールで受付。 

 

 

４．その他 

   ホームページでの情報発信 

・ボランティア活動を行う際の注意事項 

・被災地域の大学に在籍する学生の就職活動支援 

・再入国手続きに関するお知らせ 

 

 



3 月 23 日記者懇談会配布資料 
 

 

東北地方太平洋沖地震災害対策本部の活動状況について 

 

１ 義援金の募集 

対策本部を立上げて最初に義援金の募集を行うことを決め、3 月 15 日(火)

に総長名で学内教職員に対して協力を要請した。また、卒業式(入学式)におい

て募金をお願いする予定。 

 

２ 入学手続きについて 

学部前期入学試験合格者について、入学手続き期間を延長するとともに、手

続きを行わなかった合格者全員に対して照会し、地震の影響のための未手続き

でないことを昨日までに確認した。 

 

３ 在学者のうち青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨木県、栃木県及び千葉

県の出身学生及び帰省先として届け出ている学生の安否確認 

学部：124 名全員と連絡が取れ、無事を確認。 

大学院：94 名全員と連絡が取れ、無事を確認。 

 

４ 教職員・学生の安否 

名大ポータルの安否情報入力により、全構成員の約 52%にあたる 11,902 名

（3月 23 日午前 9時現在）の無事が確認できている。 

留学生については安否情報入力要請に加え、各教員に研究室等の単位で安否

確認を依頼している。 

 

５ 医師等の派遣、物資輸送等 

3 月 16 日

(水) 

文部科学省から福島県に放射線測定者の派遣要請を受け、2名を派

遣 

3 月 16 日

(水) 

文部科学省から必要物資確保の協力依頼があり、合わせて 20 トン

の患者給食、医薬品・医療材料等を東北大学附属病院へ輸送。 

3 月 18 日

(金) 

東北大学と協力し紹介された病院(石巻赤十字病院)に医師 4名、看

護師 2名、薬剤師 1名、事務 1名を派遣。 

 

６ その他 

・被災者が即時入居可能な職員宿舎について調査し、文部科学省に報告。 

・食品の放射能測定、空間放射線量率調査への対応について、文部科学省から

調査依頼があり、対応の可否を回答。 

・国立大学協会の求めに応じ、災害救援物資として提供可能な物・量の調査を

行い報告し、同協会が指示する被災地に物資を搬送する予定。 



資料２ 

 

名古屋大学理学南館の竣工について 

 

 本学のキャンパス整備の一つとして、名古屋大学理学南館が完成し、4月 5日

（火）の 16 時から竣工式を行いました。 

この理学南館内には、大講堂が設置され、「坂田・平田ホール」と愛称がつけ

らました。また、ホールの入口には、理学関係の偉大な研究者・先人の顔写真

の入ったプレートが掲げられています。 

 この建物は理学関係の建物の中心に位置し、南側には、ノーベルロードが整

備されています。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



資料３ 

 

 

International Exhibition & Conference on Higher Education 

出張日程 

 

出張者： 濵口道成総長、勝平宏国際部長、ほか 

目 的： International Exhibition & Conference on Higher Education 

出席のため 

出張先： リヤド、ジェッダ（サウジアラビア） 

日 程： 平成 23 年 4 月 19 日（火）～平成 23 年 4 月 23 日（土） 

 

 スケジュール 

4/19

（火） 

10:15 名古屋発（CX533） 

13:25 香港着 

16:05 香港発（CX743） 

20:45 リヤド着 

 

4/20

（水） 

 

高等教育国際会議 

サウジアラビア高等教育大臣との会談 

 

駐日サウジアラビア大使館主催夕食会 

 

 

4/21

（木） 

 

高等教育国際フェアに出席 

キング・アブドゥルアズィーズ大学代表者との会談 

キング・ファイサル大学代表者との会談 

 

 

4/22

（金） 

 

サウジアラビア・ジャナドリア祭 日本パビリオン視察 

 

21:55  リヤド 発（CX 742） 

 

4/23

（土） 

13:15  香港着 

16:10  香港発（CX 532） 

21:05  名古屋着 

 

 

 



 

 

 

 

 

「国際高等教育フェア・高等教育会議」について 
 

 

 

１．開催日：2011 年 4 月 19 日（火）～22 日（金） 

 

２．開催地：サウジアラビア・リヤド 

Riyadh International Convention and Exhibition Center 

 

３．主 催：サウジアラビア高等教育省 

 

４．目 的：- To provide opportunity to the Saudi students and universities to interact 

with international higher education institutions 

- To encourage Saudi higher education institutions to leverage their 

scientific and practical norms to meet the best international standards 

- To expose local universities and their staff to international expertise 

and abilities 

- To open positive communication channels and encourage bilateral academic 

agreements between Saudi educational bodies and their international 

counterparts 

 

５．テーマ：World Class University System: Case Studies、Higher Education In Knowledge 

Based Economy、Global Competition in Higher Education、Strategy, Structure 

and Organization 等  

 

６．参加者：500 程度の大学・研究機関等の参加を見込む。2010 年 1 月に開催された前回会

議には 30 ヶ国以上から 400 の機関が参加、250,000 人の来場者があった。 

 



 

 

 
 

  

サウジ・アラビア高等教育大臣との会談  キング・アブドラ・アズィーズ大学関係者と

の会談 

  
教育フェアの名大ブースにてサウジアラビアの学生への説明 
 
 
 
 



○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

2日（月）、
16日（月）

役員会

17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）

6日（金） 教授会（医学部・医学系研究科）

11日（水） 教授会（環境学研究科）

名古屋大学　平成23年5月予定表

           （教育記者会用）

18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、医学系研究科、工学部・工学研究科、情報科学研究科、太陽地球
環境研究所）
研究科委員会（教育発達科学研究科、医学系研究科）

20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）

25日（水）
教授会（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、国際開発研究科、多元数理科学研究科、国際言語文化研究科、総合保
健体育科学センター、エコトピア科学研究所）



○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

4月12日(火)
～5月9日(月)、
5月13日(金)
～6月9日(木)

附属図書館2011年春季展
「古筆切をたのしむ」

場所：中央図書館4階展示室
時間：9：00～17：00
テーマ：「『新古今』の時代」(4/12～5/9)、
「南北朝の人びと」(5/13～6/9)
参加費：無料

附属図書館
事務部情報管理課庶務掛
052-789-3667

4月18日(月)
～5月27日(金)
(土・日曜日、祝
日休館)

サテライト展示(セミナーハウス展
示)
「三矢保永写真展－空　雲　光
－」

場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
時間：10：00～16：00
内容：光と雲と山の彩りを主な撮影対象とした写真を展示
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［関連講演会］
5月5日(木・祝)
場所：博物館3階講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：「知られざる深海の世界」
講演者：大路樹生(博物館教授)
入場料：無料

[特別講演会(博物館友の会主催)]
6月4日(土)
場所：博物館3階講義室
時間：13：30～15：00
講演題目：「海岸から深海まで・・・ときどき空も飛ぶ？！なんとも多
様なフジツボの世界」
講演者：倉谷うらら氏(サイエンスライター )
入場料：無料

〈第68回〉
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：「揺れをはかる－安全・安心な都市空間を見守る振動モ

4月26日(火)
～8月31日(水)
(日・月曜日休館)

第15回博物館特別展
「深海の生物と古生物－知多の
化石から生きているウミユリまで」

博物館事務室
052-789-5767

講演題目：「揺れをはかる－安全・安心な都市空間を見守る振動モ
ニタリング技術－」
講演者：飛田　潤(環境学研究科准教授)
参加費：無料

〈第69回〉
場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：18：15～19：45
講演題目：「地震リスクに知で備える－防災科研における地震災害
軽減に向けた取り組み－」
講演者：藤原広行氏(防災科学技術研究所総括主任研究員)
参加費：無料

5月5日(木)
～5月7日(土)

第4回G8大学サミット
場所：ブルゴーニュ大学(フランス)
テーマ：「持続可能な発展と知識社会」

国際部国際企画課国際企画掛
052-789-2044

5月7日(土)
～5月8日(日)

第1回地球教室
「ナゴヤで化石をさがそう！」

場所：博物館3階講義室(5/7)、名古屋市内(名古屋駅・栄)(5/8)
時間：13：30～16：30(5/7)、9：00～15：00(5/8)
定員：30名(小学3年生から中学3年生とその保護者・中学生以上は
個人参加も可)
参加費：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

<第1回>
場所：農学部管理棟1階大会議室
時間：15：30～17：00
講演題目：「天水農業を対象とした作物・資源管理研究」
講演者：伊藤　治氏(国際農林水産業研究センター生産環境領域
長)
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
052-789-4232

<第2回>
場所：農学部管理棟1階大会議室
時間：15：30～17：00
講演題目：「持続可能な開発のための教育(ESD)とは何か？－途上
国の教育の可能性」
講演者：北村友人(農学国際教育協力研究センター客員教授)
入場料：無料

農学国際教育協力研究センター
教授　前多敬一郎
052-789-4073

災害対策室
052-788-6038

5月9日(月)、
5月30日(月)

2011年度農学国際教育協力研究
センター
オープンセミナー

4月27日(水)、
5月18日(水)

第68回、第69回
防災アカデミー



5月9日(月)、
5月10日(火)

第11回日独共同セミナー

場所：ミュンスター大学(ドイツ)
内容：日本学術振興会とドイツ研究振興協会による日独共同大学
院プログラム「複雑系機能物質の化学に関する共同指導プログラ
ム」で定期的に開催しているもので、参加する教員、学生が研究の
進捗状況などを発表する。

[名誉博士称号授与式]
5月9日(月)
場所：ミュンスター大学(ドイツ)
内容：巽　和行(物質科学国際研究センター長)が名誉博士称号を授
与される

物質科学国際研究センター
事務室
052-789-5907

5月10日(火) 第97回招聘セミナー

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：18：30～20：00
講演題目：「副学長として大学改革に取り組む」
講演者：清水一彦氏(筑波大学理事・副学長)
入場料：無料

高等教育研究センター
研究員　豊田 哲
052-789-5693

5月10日(火) 名誉教授称号授与式・懇談会
場所：豊田講堂第1会議室、シンポジオンホール
時間：11：00～

総務部職員課総務掛
052-789-2024

5月11日(水)、
6月22日(水)、
7月13日(水)、
10月5日(水)

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階カンファレンスホール
時間：16：30～18：00
講演題目：「固体プロトニクスの確立と次元クロスオーバー領域へ
の展開」(5/11)
講演者：北川　宏氏(京都大学教授)
講演題目：「不斉酸素酸化の実現を目指して」(6/22)
講演者：香月　勗氏(九州大学教授)
講演題目：「12族金属錯体の触媒反応と固体発光特性」(7/13)
講演者：伊藤　肇氏(北海道大学教授)
講演題目：「化学ツールを活用したニューバイオテクノロジー」(10/5)
講演者：小宮山　真氏(東京大学先端科学技術研究センター教授)
参加費：無料

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

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～
テーマ：「Job Hunting in English」 「製造業における 知財戦略と知

5月14日(土)、
5月28日(土)、
6月11日(土)、
6月25日(土)、
7月23日(土)、
8月6日(土)、
8月20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

テーマ：「Job Hunting in English」、「製造業における、知財戦略と知
財部門の業務内容」(5/14)
「ビジネス人の基本スキル」、
「博士の就活スタート・リスタート」(5/28)
「技術経営(MOT)コンサルティング概要」、
「プレゼンテーションスキル研修」(6/11)
「医薬品・医薬部外品・機能性食品ができるまでの試験内容とそれ
に係る業務について」(仮)、
「臨床試験における統計学の役割」(仮)(6/25)
「弁理士の業界と業務」、「再生医療の現状と今後の展望」(7/23)
「やりたいことを見つける・天職をさがす自己分析法」、「準備がよく
ても行動が間違っていたらアウト！今さら聞けな い就職活動の基
本と必勝法とは？」(8/6)
「バイオ業界の現状と求められる“人財”」、
「プロフィールシート作成講座」(8/20)

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

5月14日(土)、
5月21日(土)、
5月28日(土)、
6月11日(土)、
6月18日(土)

「達人と話そう－自然を科学する
－」

場所：博物館3階講義室
時間：10：30～
講演題目：「空、雲、光のサイエンス－雲の形と空の色－」(5/14)
講演者：三矢保永氏(本学名誉教授)
講演題目：「地下環境を科学する－岩盤中の物質の移動－」(5/21)
講演者：吉田英一(博物館館長・教授)
講演題目：「匂いと香り、その不思議な世界」(5/28)
講演者：高部圀彦氏(静岡大学名誉教授)
講演題目：「宇宙を科学する－宇宙観測の挑戦－」(6/11)
講演者：若松謙一氏(岐阜大学名誉教授)
講演題目：「糖類を科学する－人類を支える多糖の世界－」(6/18)
講演者：小林一清氏(本学名誉教授)
定員：75名
対象：原則、シリーズ全てに参加できる人
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

5月14日(土)、
5月28日(土)、
6月11日(土)、
6月25日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルアートサークル

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



5月15日(日)
～5月21日(土)

第4回AC21学生世界フォーラム
場所：チュラロンコン大学(タイ)
テーマ：「持続可能な農村開発」

AC21推進室
052-789-5684

5月18日(水)
大学生のためのレポート書き方
講座

場所：中央図書館5階多目的室
時間：16：30～
内容：大学で求められるレポートの作法とコツを説明する

高等教育研究センター
准教授　近田政博
052-789-5692

5月20日(金)
ドイツ研究振興協会(DFG)
サイボルト賞授与式

場所：ブランデンブルク・アカデミー(ドイツ)
時間：10：30～
内容：巽　和行(物質科学国際研究センター長)とゲルハウト・エル
カー氏(ミュンスター大学教授)が受賞

物質科学国際研究センター
事務室
052-789-5907

5月20日(金) 英語で教える
時間：13：00～17：00
内容：英語での講義方法について説明し、習得させる
対象：新任教員を中心とした本学の教員

高等教育研究センター
准教授　中井俊樹
052-789-5385

5月25日(水) 博物館春の野外観察園見学会
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

5月26日(木)
～5月30日(月)

第7回世界フットボール科学会議

場所：豊田講堂、シンポジオンホール
時間：11：00～(5/26)、27日9：00～(5/27)、8：45～(5/28～5/30)
テーマ：「科学は如何にフットボールとうまく共存するか？」
参加費：日本フットボール学会会員50,000円、日本フットボール学会
学生会員27,000円、一般53,000円、一般学生30,000円、参加者の配
偶者10,000円

総合保健体育科学センター
准教授　布目寛幸
052-789-3958

6月15日(水)
第4回グローバルCOE化学
成果報告会

場所：野依記念学術交流館2階カンファレンスホール
内容：平成22年度の成果報告

GCOE事務局
052-788-6200

場所：博物館2階展示室

6月18日(土)
博物館コンサート(NUMCo)
「マヌ－シュスウィングとミュゼッ
ト」

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
テーマ：「マヌーシュスウィングとミュゼット」
演奏者：山本佳史氏(ギター)、鈴木俊介氏(ギター)、榊間淳一氏(ギ
ター)、青木孝明氏(アコーデオン)、モロオカケイイチ氏(ベース)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月25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：15名

博物館事務室
052-789-5767

8月18日(木)
～10月20日(木)
(毎週火・木曜日)

平成23年度名古屋大学公開講座

場所：シンポジオンホール
時間：18：00～19：30
テーマ：「夢見た今と夢見る未来」
定員：200名
参加費：9,200円(全15回)

研究協力部
社会連携課社会連携掛
052-789-5969

12月9日(金)
～12月11日(日)

エコトピア科学に関する
国際会議2011

場所：野依記念学術交流館(12/9)、ＩＢ電子情報館(12/10、11)
エコトピア科学研究所
教授　丹司敬義
052-789-4436


	目次
	資料1 名古屋大学東日本大震災対策本部の活動状況について
	資料2 名古屋大学理学南館の竣工について
	資料3 サウジアラビアにおける国際高等教育フェア、高等教育会議について
	資料4 今後の本学の行事予定

