
平成２０年２月２６日

平成１９年度 第１０回教育記者会懇談会

１ 豊田講堂改修竣工式・同竣工記念ホームカミングデイの開催について（報告）

（資料１）

２ 名古屋大学国際学術交流奨励事業の実施について（資料２）

３ 鳥インフルエンザ対策委員会の設置について（資料３）

４ 経済産業大臣賞及び優秀ファシリティマネジメント賞の受賞について（資料４）

５ 予防早期医療創成プロジェクト 名古屋大学フォーラム２００８の開催について

（資料５）

６ Chintamani Nagesa Ramachandra Rao博士の来学について（資料６）

７ 今後の本学の行事予定（資料７）

８ その他

次回開催日について



資料１ 

 
豊田講堂改修竣工式・同竣工記念ホームカミングデイを開催 

 
開催日時：平成２０年２月２日（土）午前１０時３０分から午後４時００分  
来場者数：約２，５００人 
 
■豊田講堂改修竣工記念式典（講堂ホール） 
 １ トヨタ・パートナーロボットによるファンファーレ演奏 

２ 開会挨拶：平野総長 
３ 来賓祝辞：豊田章一郎全学同窓会会長（トヨタ自動車株式会社取締役名誉会長） 
４ 来賓祝辞：槇 文彦株式会社槇総合計画事務所代表取締役 
５ 来賓祝辞：松原名古屋市長 
６ 施設概要説明：杉浦理事 
７ 感謝状贈呈：トヨタ自動車株式会社及びトヨタグループ各社、株式会社槇総合 

計画事務所、株式会社竹中工務店、名古屋市 
 
■からくり人形実演（講堂ホール） 
 尾陽木偶師（びようでぐし）九代玉屋庄兵衛氏によるからくり人形実演 

実演の司会進行は、機械制御工学を専門とする末松良一本学名誉教授 
演目は、「からす天狗」、「茶運人形」、「弓曳童子」 

 
■トヨタ・パートナーロボットによるパフォーマンス（講堂ホール） 
 トヨター・パートナーロボット４台による演奏（６曲） 

トランペット（２）、チューバ、ドラム 
 
■除幕式（講堂入口、シンポジオン） 
 豊田講堂銘板除幕式、陶壁「和多津海」除幕式 
 
■竣工記念パーティー（シンポジオンホール及びホワイエ） 
 １ 挨拶：平野総長 

２ 来賓祝辞：齋藤英彦全学同窓会副会長（名古屋セントラル病院院長） 
３ 鏡割り 



 
■トークセッション「日本の教育を考える」（講堂ホール） 
 パネリスト：丹羽宇一郎伊藤忠商事株式会社取締役会長 

郷 通子お茶の水女子大学長 
辻村哲夫国立美術館理事長 

コーディネーター：小出宣昭中日新聞社常務取締役 
 
■展示コーナー（講堂２階） 
 「豊田講堂のあゆみ」 
「名大の授業（オープンコースウエア）」 
「氷河は語る～第三の極地ヒマラヤ 地球温暖化の最前線を歩く～」 

 
■貴重書の展示 ～学報の表紙を飾った貴重書～（講堂３階） 
 本学が保存する貴重書の展示 
 

 
 

 

 



資料2   

平成19年度名古屋大学国際学術交流奨励事業による海外留学等募集要項  

名古屋大学国際学術交流奨励事業は，本学大学院に在学する学生の，海外の高等教育機  

関・研究機関等（以下「研究機関等」という。）における研究活動等（以下「海外留学等」  

という。）を行う費用の一部を奨励金として支給し，助成することにより，諸外国との交  

流の一層の拡充を図り，相互の数台・研究水準の向上及び豊かな感性と国際性を持つ教1∠ナ・  

研究者の養成に資することを目的とします。   

なお，今恒Jは平成20年3月までに海外留学を開始する平成19年度の募集と平成20  

年4ノ］から平成21年3月までに海外留学を開始する平成20年度の募集を同時期に行  

います。  

1 助成対象となる海外留学等   

助成の対象となる海外留学等は，概ね1月以上12月以内の期間に渡って，海外の研究   

機関に所属する指導者による助言及び指導の下で実施される次の各号のいずれかに該当   

するものとし，単に語学研修を目的とした留学は認められません。   

ただし，国費外国人留学生（「留学」の在留資格をもって日本のIiこ1費により在学する   

外国籍の者。以下l司じ。）については，国際会議等における研究発表等（単なる学会，   

国際会議等への参加を除く。）を行う場合に限り海外留学等として扱い，その助成の対   

象とします。   

また，他の奨学制度により奨学金等を受給している場合の本事業への応募資格につい   

ては，その奨学制度の取り扱いに従ってください。   

（1）大学間交流協定（部局間交流協定を含む。）に基づく派遣留学  

（2）前各号に該当するもの以外で海外の研究機関等に所属する指導者による助言及び  

指導の下に実施される派遣留学  

（3）その他名古屋大学全学教育企画委員会が適当と認めたもの  

2 応募資格及び条件   

本奨励事業に応募できる者は，本学大学院学生で，次の各号の全てに該当する者とし   

ます。   

（1）博士課程の後期課程及び医学博士課程（以卜「博士後期課程」という。）の1年  

次に在学する者   

（2）人物，学業，研究水準とも優秀で，指導教員及び所属する研究科の長が責任をも  

って推薦できる者   

（3）海外留学等の目的及び計画が明確で，その目的を達成できる言語能力を有してお  

り，かつ留学により成果が期待できる者   

（4）帰国後，本学において継続して学位取得を目指す者   

（5）過去に本奨励事業による助成を受けていない者   

ただし，特に研究科長が推薦する者であれば，（1）にホす学年以外に在学する者も   

応募することができます。  

また，外国人留学生（国費外国人留学生を除く。）が応募する場合は，当該外国人留   

学生の出身国（地域）以外の研究機関等へ海外留学等をする場合に限ります。   

なお，「研究協力・国際部社会連携課」で募集をしている「学術振興基金による助成」   

と併せて助成を受けることはできません。「学術振興基金による助成」に応募していた   

り，これから応募をする予定の者が本尊業に応募する場合は，必ず「学務部学務企画課   

総務掛」に問い合わせてください。   
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資料３ 

 

鳥インフルエンザ等の対応について 

 

 

 アジア地区において発生している鳥インフルエンザは、人から人への感染が確認されており、今後、

海外出張等からの帰国した本学教職員・学生、さらには本学への留学生等が、鳥インフルエンザ等に

感染している可能性がある。 

  これらを踏まえ、鳥インフルエンザ等への感染者が発見された場合の対応を検討するため鳥インフ

ルエンザ対策委員会を設置する。対策委員会は、感染症に対する予防・万一の発生に対する対応策を

検討する。また、本学の各部門の役割、基本的なガイドライン策定に向けて作業を進める。 

 

検討内容 

 ① 鳥インフルエンザ等の発生に備えての対応策 

 ② 海外調査、研究に際して出張者が現地での感染症に対する感染防止対策 

 ③ 上記に関して、万一、感染症に感染・発症した事例発生の場合の対応 

      隔離が必要な場合の本部 4 号館の活用について 

 ④ マスコミ等への公表方法について 

 

 上記各段階で大学として如何なる体制で臨むべきか、対策本部を設置するとして、大学として如何

なる組織であるべきか、役員会へはどのような形で報告し、大学として如何なる行動を実施するかも

検討課題である。 

 なお、感染症が学内で発生した場合又は発生の恐れがある場合等は全学を挙げての対応が必要とな

る。 

 対策委員会は、環境安全衛生推進本部の下部組織とし、検討状況、結果は環境安全衛生推進本部に

報告する。 

 事務局は環境安全衛生推進本部の事務局である施設管理部環境安全支援室に置く。 

委員は、杉浦理事（委員長）ほか関係教職員１０名 

 

  

                     

                     

                       

 本件照会先：国立大学法人名古屋大学施設管理部環境安全支援室 

       phone 052-789-2093 fax 052-789-5865 

       e-mail  an-eisei@post.jimu.nagoya-u.ac.jp  

 

                                         
                                             
 



資料４ 

 
経済産業大臣賞及び優秀ファシリティマネジメント賞の受賞について 

 

◎平成１９年度省エネルギー優秀事例全国大会「経済産業大臣賞」 

 授与団体：財団法人省エネルギーセンター 

 受 賞 日：平成２０年１月３０日 

 取 組 名：名古屋大学における省エネ活動事例 

受賞理由：大学施設には比較的小さな電力消費機器が大量に点在。エネルギーマネジ

メント推進組織を構築し、過去５年間の電力使用量の実態把握を行い、問

題点を抽出。エネルギーロスになっている変圧器の統廃合の実施、トップ

ランナー変圧器の採用、夏季の電力ピーク時における、契約電力抑制等を

エネルギーマネジメント推進組織で取り組んだ。 

 

 

 

◎第２回日本ファシリティマネジメント大賞「優秀ファシリティマネジメント賞」

(2008JFMA 賞) 

 授与団体：社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会 

 受 賞 日：平成２０年２月１４日 

 取 組 名：国立大学法人名古屋大学における戦略的ファシリティマネジメントの実践  

 受賞理由：国立大学の法人化にともない、大学の経営陣が整備され、施設担当理事が

置かれ、ＦＭが大学経営の中で重要な位置づけがされている。大学改革に

対してＦＭが貢献できることを実証するリーダー役として、今後の発展も

期待される。 

 
 



http://www.pme.coe.nagoya-u.ac.jp/event1/registration.html

( 052 ) 789 - 2019FAX

http://www.pme.coe.nagoya-u.ac.jp/event1



FAX
(052)789-5499kou kyoten post jimu nagoya u ac jp

TEL
(052)789-2009
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資料６ 

略歴 

 

氏名：Chintamani Nagesa Ramachandra Rao 

 

国籍：インド 

 

専門：物性物理・物性化学、ナノサイエンス、無機化学 

 

学歴：１９５１ 学士 B.Sc (Mysore University) 

    １９５３ 修士 M.Sc (Banaras Hindu University) 

    １９５８ 博士 Ph.D (米Purdue University) 

    １９６１ 博士 D.Sc (Mysore University)  

 

職歴： 

１９６３－１９７６ インド工科大学教授 

１９７４－１９７５ オクスフォード大学客員教授 

１９８３－１９８４ ケンブリッジ大学キングスカレッジ教授 

１９７７－１９８４ インド科学大学院大学理事 

１９８４－１９９４ インド科学大学院大学学長 

１９８９－１９９９ ジャワハルラール・ネルー先端科学研究所（JNCASR）所長 

１９９５－１９９９ Albert Einstein research Professor 

１９９４－     インド科学大学院大学名誉教授 

１９９５－     カリフォルニア大学サンタバーバラ校特別客員教授 

２００５－     インド首相諮問委員会「科学諮問委員会」委員長 

２００７－     ケンブリッジ大学特別研究フェロー 

           ジャワハルラール・ネルー先端科学研究所（JNCASR）名誉所長、 

           ライナス・ポーイング教授 

           

その他：海外１２大学の名誉博士 

    インド３４大学の名誉博士 

    世界各国２５の学士院会員 

     ロンドン王立協会 

      フランス科学アカデミー 

      米国学士院 

      日本学士院（外国人） など 



資料７

日（曜日） 会議の名称（部局）

3日（月） 役員会

17日（月） 役員会

18日(火） 部局長会・教育研究評議会

○経営協議会
日（曜日） 会議の名称（部局）

23日（日） 第１７回経営協議会

日（曜日） 会議の名称（部局）

3日（月）
教授会（生命農学研究科）
国際経済政策研究センター外部評価委員会

5日（水）

教授会（法学部・法学研究科、医学部・医学系研究科、国際開発研究科、環境学研究科）
総務・予算委員会（教育学部・教育発達科学研究科）
臨時研究科委員会（教育発達科学研究科）
研究科委員会医学専門委員会（医学系研究科）
専攻長会議（情報科学研究科）

10日（月）
教授会（理学部・理学研究科）
研究科委員会（理学研究科）

12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、経済学部・経済学研究科、
情報文化学部、工学部・工学研究科、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、人間情報学研究科、情報科学研究科）
研究科委員会（教育発達科学研究科）
専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）
運営委員会（留学生センター）
附属病院部長会

14日（金） センター会議（高等教育研究センター）

17日(月)
外部評価委員会（経済学部、国際言語文化研究科）
附属図書館商議員会

19日（水）
教授会（法学部・法学研究科、医学系研究科、太陽地球環境研究所）
研究科委員会医学専門委員会（医学系研究科）

21日（金） 教授会（環境医学研究所）

26日（水）
教授会（文学部・文学研究科、総合保健体育科学センター）
部門長会議（エコトピア科学研究所）

27日（木） 臨時専攻長・学科長会議（工学部・工学研究科）

28日（金） 共同利用委員会（太陽地球環境研究所）

名古屋大学平成20年3月月間予定表
                               （教育記者会用）
○役員会等

○部局の諸会議



○行事等
日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

2月25日（月）、26
日（火）

一般選抜 個別学力検査
学務部入試課
052-789-2183

2月27日（水）、28
日（木）

平成19年度　第2期ものづくり
公開講座　電子回路工作コー
ス・マイコン制御入門コース

場所：創造工学センター（IB電子情報館北棟10階西側）
時間：9:30～17:00
※対象：工学部・工学研究科の学部生・院生・研究生・教職
員
要事前申込：〆切2月22日（金）
詳細は以下のURLをご参照下さい。
http://www.cplaza.engg.nagoya-
u.ac.jp/gakunai/course/200802/index.html

工学研究科創造工学センター
052-789-3145、3788

2月29日（金）
名古屋大学教育学部附属高等
学校卒業式

場所：豊田講堂
時間：10:00～11:30

附属学校事務室
052-789-2672

3月1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
講演内容：「戦後日本における鉄鋼製造の技術革新」
講演者：黒田光太郎（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
Fax:052-788-6197
URL:  http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

3月1日(土)

大学院教育改革支援プログラ
ム「専攻横断型の包括的保健
医療職の育成」トータルヘルス
プランナー（THP）養成コース開
講記念シンポジウム

場所：メルパルク名古屋　3階　カトレア（名古屋市東区）
時間：13:30～17:30　（13:00開場）
テーマ：高齢社会を地域で支える多職種協働アプローチ～
包括的サービスの充実に向けて～
要事前申込：右記の問い合わせ先にご連絡ください。

医学部保健学科
榊原久孝教授
052-719-1923
奈良間美保教授
052-719-1566

3月1日(土)
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　2階
時間：13:45～16:40　(開場　13:15)
（プログラム）
13：45　開会あいさつ
14：00～15：00　招待講演　講師：岩崎恵美子仙台市副市長
15：20～16：40　トークセッション　本学学生及び束村博子
（生命農学研究科准教授）
17:00～18:00　懇親会（
※対象：中学生、高校生、保護者、教員のみなさま
要事前申込：お名前、学校名、学年、懇親会参加希望の方
はその旨をご記入の上、メール　rikei@post.jimu.nagoya-
u.ac.jp　あるいはFAX　052-789-5987　あてにお申し込みく
ださい。
参加無料

総務部人事労務課
052-789-3939

3月3日(月)
附属図書館研究開発室第29回
オープンレクチャー

場所：附属図書館（中央図書館）５階多目的室
時間：18:00～19:15
講演内容：大学図書館を巡る話題：MSとOS
講師：逸村　裕 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科
教授
参加無料

附属図書館庶務掛
052-789-3667

3月3日（月） 日本語研修コース修了式
場所：国際開発研究科８Ｆオーディトリアム
時間：13:30～

留学生センター
052-789-2198

3月3日（月）～5
日（水）

第34回フラーレン・ナノチューブ
総合シンポジウム

会場：名城大学　共通講義棟北館
内容：フラーレン、カーボンナノチューブ、ナノパーティクルな
どの化学、物理、工学、数学、材料など化学技術全般に関
する研究発表。ドーピング、超伝導、ポリマー、エレクトロニ
クスも含みます。
*詳細は以下をご覧下さい。
URL:http://fullerene-jp.org/jp/sympo34/

フラーレン・ナノチューブ学会事務
局
(名古屋大学大学院理学研究科物
質理学専攻　篠原研究室内）
052-789-5948



3月3日（月）～3
月7日（金）

平成19年度　第2期ものづくり
公開講座　機械工作コース

場所：創造工学センター（IB電子情報館北棟10階西側）
時間：9:30～17:00
講演内容：工作機械を使ってものを作る
※対象：工学部・工学研究科の学部生・院生・研究生・教職
員
要事前申込：〆切2月22日（金）
詳細は以下のURLをご参照下さい。
http://www.cplaza.engg.nagoya-
u.ac.jp/gakunai/course/200802/index.html

工学研究科創造工学センター
052-789-3145、3788

3月4日（火）

特別招へい教授　益川敏英先
生講演会「学問の発展の契機
～素粒子論の発展の歴史から
～」

場所：理学部B館5階501(物理学教室B5講義室）
時間：13:30～
参加無料

理学研究科
山脇幸一教授
052-789-2862

3月4日（火）
第11回附属図書館友の会トー
クサロン「ふみよむゆふべ」

場所：附属図書館（中央図書館）5階多目的室
時間：18:00～19:30
内容：「名著『字源』の著者・簡野道明の若き日の足跡を訪
ねて」
講演者：加藤　國安（文学研究科教授）
参加無料

附属図書館友の会
052-789-3666

3月7日（金） 留学生を送る夕べ

場所：シンポジオンホール
時間：17:30～
本学を卒業する留学生約230名の送別会
※対象：卒業する留学生、留学生支援団体及び関係教職
員

研究協力・国際部国際課
短期留学掛
052-789-2166

3月7日(金）
情報科学研究科基盤研究公開
セミナー：アルゴリズムの挑戦

場所：IB電子情報館1階013号室
時間：13:30～15:45
講演者：神保雅一(情報科学研究科教授）、鈴木泰博（情報
科学研究科准教授）
参加無料

情報科学研究科
長岡正隆教授
052-789-5623

3月7日(金)
デジタルレファレンス・フォーラ
ム

場所：野依記念学術交流館
時間：10:00～16:00
内容：(1) 講演会、(2)交流会、(3)ワークショップ
※対象：図書館員
参加申込み・問い合わせ：右記までご連絡ください。

附属図書館情報サービス課参考
調査掛
052-789-3680
FAX：052-789-3694
sanko@nul.nagoya-u.ac.jp
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp

3月8日(土) 一般選抜 合格者発表
場所：豊田講堂
時間：正午

学務部入試課
052-789-2183

3月9日(日) 博物館特別講演会

場所：東桜会館（名古屋市東区）
時間：15:00～16:30
題目：「世界をリードするロンドン自然史博物館の魅力」
講演者：Giles Clarkeロンドン自然史博物館特別顧問
参加無料

博物館事務室
052-789-5767

3月11日（火）
第7回名大ERC・キタン会名古
屋ビジネスセミナー

場所：経済学研究科　第一講義室
時間：18：00～20：00
内容：「中国と名古屋経済圏との経済交流の現状と展望」
(仮題）
講演者：李天然総領事（中華人民共和国駐名古屋総領事
館）
※参加は登録制、先着順受付。以下のURLから申込書をダ
ウンロードして、FAXまたはメールでお申し込み下さい。
http://erc2.soec.nagoya-
u.ac.jp/seminor/moushikomi007.doc

経済学研究科附属国際経済政策
研究センター
052-789-2361、4941

3月11日（火）、12
日（水）

学術創成研究「還元系金属酵
素の有機金属・クラスタ−化学」
国際シンポジウム
International Symposium on
Chemistry of Reductases

場所：野依記念物質科学研究館
時間：9:30～

大学院理学研究科
松本　剛助教
052-789-5905



3月13日(木)
第３回高等研究院スーパーレ
クチャー「人体・生命の不思議」

場所：経済学部第１講義室
時間：13:00～
講演内容：①「Kaiタンパク質が刻むシアノバクテリアの一
日」
　　　　　　：②「動物が季節を読み取る仕組みを探る」
　　　　　　：③「生命現象とシグナル伝達；モデル動物からの
アプローチ」
　　　　　　：④「動脈硬化のしくみをさぐる」
講演者　：①近藤孝男(高等研究院院長、理学研究科長・教
授)
　　　　　 ：②吉村　崇(生命農学研究科准教授)
           ：③松本邦弘(理学研究科教授)
　　　　　 ：④貝淵弘三(医学系研究科教授）
参加無料

研究協力・国際部研究支援課
高等研究院掛
052-788-6051、6153

3月13日（木） 医学系研究科動物慰霊祭
場所：附属図書館医学部分館ピロティ（供養碑前）
時間：14:00～

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15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
講演内容：「江戸時代の法と裁判」
講演者：神保文夫（法学研究科教授）

経済学研究科
エクステンション・サービス
Fax:052-788-6197
URL:  http://www-
oc.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail:
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

3月15日（土）、16
日（日）

文部科学省特別教育研究経費
(大学間連携経費）京都大学・
名古屋大学・九州大学「物質合
成研究拠点機関連携事業」第
３回物質合成シンポジウム

場所：九州大学医学部百年講堂
時間:未定

物質科学国際研究センター
木原
052-789-5907

3月18日（火）
India-NU Workshop on
Advanced Nano Materials

場所：野依記念学術交流館1階
時間：10:00～17:05
内容：インドの研究者と本学とで開催するワークショップ
講演者：Chintamani Nagesa Ramachandra Raoインド科学大
学院大学博士　ほか

研究協力・国際部国際課
国際企画掛
052-788-6264

3月19日(水)
平成19年度教育学部附属学校
修了（業）式

場所：教育学部附属学校
時間：9:00～

附属学校事務室
052-789-2672

3月20日（木）、21
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」特別シンポジウ
ム

場所：シンポジオンホール
時間：9:00～17:00
テーマ：「酸素分子活性化に関与する金属タンパク質とその
モデル」

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」事務室
052-788-6200

3月22日（土）
シンポジウム「観測がひらく地
球惑星科学の未来」

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：13:00～18:00
（プログラム）
ごあいさつ
　山岡耕春（環境学研究科附属地震火山・防災研究セン
ター教授）
電磁気観測で見えるもの
　村上英記 高知大学准教授
アジアの地震観測
　井上　公 防災科学技術研究所総括主任研究員
広帯域地震計で見えるもの
　石原　靖 海洋研究開発機構技術研究主任
月探査　LUNAR-AからLUNA-GLOBへ
　藤村彰夫 ISAS.JAXA教授
ペネトレータの開発と応用
　名出智彦 （株）IHIエアロスペース
岩石実験でわかるもの
　増田幸治 産業技術総合研究所総括企画主幹
今後の地球惑星科学と観測
　古本宗充（環境学研究科教授）
地球惑星科学における観測
　山田功夫（環境学研究科附属地震火山・防災研究セン
ター教授）
＊参加希望の方は連絡先メールアドレスへ（１）氏名（２）所
属（３）連絡先（４）懇親会への参加の有無　を送付してくださ
い。

環境学研究科附属地震火山・防災
研究センター
（担当：金原）
052-789-3037
メール：kanahara@seis.nagoya-
u.ac.jp
（参考）
http://www.seis.nagoya-
u.ac.jp/yamaoka/events/professor
Yamada.html



3月25日（火） 平成19年度卒業式
場所：豊田講堂
時間：大学院　10:00～11:30頃
　　　　学部　　11:50頃～12:50頃

学務部学務企画課総務掛
052-789-2159

3月29日(土) 博物館友の会探鳥会

場　所：名古屋市野鳥観察館
時　間：10:30～12:00
講　師：佐藤　紳司（理学部助教）
対象：博物館友の会会員。参加申込は3月21日までに博物
館事務室あて

博物館事務室
052-789-5767
Fax:052-789-5896
hakubutu@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

4月5日（土） 平成20年度入学式
場所：豊田講堂
時間：大学院　10:00～10:50頃
　　　　学部　　11:15頃～12:10頃

学務部学務企画課総務掛
052-789-2159

4月8日（火）
平成20年度教育学部附属学校
入学式

場所：豊田講堂
時間：10:00～

附属学校事務室
052-789-2672

4月14日(月)～5
月2日(金)

附属図書館2008年春季特別展
「濃尾の医術－尾張藩奥医師
野間家文書を中心に－」（仮
題）

未定
附属図書館庶務掛
052-789-3667

4月21日（月） 第38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
講演タイトル：地域ぐるみで守る！～防災まちづくり大賞を
受賞して～
講演者：大石昇司 札幌市南区澄川地区連合会会長
参加無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://anshin.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

5月1日（木）、2日
（金）

日本学術振興会 日独共同大
学院プログラム 第５回共同セミ
ナー

場所：ドイツ・ミュンスター大学
物質科学国際研究センター
木原
052-789-5907

5月29日（木） 第39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
講演タイトル：まちが崩壊する前に
講演者：柴田いづみ 滋賀県立大学教授
参加無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://anshin.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

6月16日（月） 第40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
講演タイトル：未定
講演者：入倉孝次郎 愛知工業大学客員教授/京都大学名
誉教授
参加無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://anshin.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/

7月18日（金） 第41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
講演タイトル：三松正夫が種を蒔いた火山防災文化　－北
海道・有珠山では何が行われてきたか－
講演者：宇井忠英 環境防災総合政策研究機構専務理事/
北海道大学名誉教授
参加無料

災害対策室
052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://anshin.seis.nagoya-u.ac.jｐ
/taisaku/
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