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名古屋大学がベトナム憲法改正調査団を受け入れ 

 

 名古屋大学は、平成２４年７月６日（金）ベトナムからグエン・スアン・フック副首相を団長とする

憲法改正調査団の訪問を受け入れます。 

本学は、1995 年の民法起草時以来、ベトナムの法整備を長年に渡り支援してまいりました。この度の

調査団の名大訪問は、ベトナム司法省の依頼により行われるもので、ベトナムの憲法改正の参考とする

ため、ベトナム司法省が名古屋大学の憲法研究者と意見交換を行うことを目的としています。実施にあ

たっては、国際協力機構（JICA）および在ベトナム日本国大使館が協力しています。 

 この調査団は、フック副首相の他、ハ・フン・クオン司法大臣、グエン・タイ・ビン内務省大臣など

を含み、このようなベトナム政府最高幹部が調査のため日本の大学を訪れることは極めて異例のことで

す。 

この受入において、名古屋大学において次の行事を予定しています。 

 

① 本学法学研究科の憲法研究者とベトナム憲法改正調査団との、ベトナムの憲法改正に 

ついての意見交換 

② 愛知県内のベトナム進出企業向けベトナム法務セミナー 
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大関鶴竜関の名古屋大学訪問について 

～モンゴル出身力士が親子で「大モンゴル展」観覧～ 

 

 

概 要： 

日本、モンゴル国交樹立４０周年に因んで現在名古屋大学博物館で開催中の「大   

モンゴル展」を、モンゴル出身の大関鶴竜関（井筒部屋）が本学協定大学のモンゴル科

学技術大学電力学部長を務める父親とともに観覧し、日本、モンゴルの友好関係を深め

る。 

 

内 容： 

（１）名古屋大学は従前からモンゴルとの関係が深く、今年が日本とモンゴルの国交樹立 

  ４０周年に当たることから、本学博物館において、３月１７日から８月３１日まで 

  の間、「モンゴルの自然、鉱物資源、近代化、環境問題（第一部）」、「モンゴルの 

  伝統文化（第二部）」をテーマに「大モンゴル展」を開催している。 

 

（２）本学の学術交流協定大学であるモンゴル科学技術大学においては、３年前に本学の 

  フィールドリサーチセンター（FRC）が設置され、地質に関する共同研究などが行  

  われており、今後さらに交流を活発化する予定である。 

 

（３）名古屋場所（７月８日～２２日）を控えて名古屋入りしている大関鶴竜関が、本学 

  工学部との協議のため来日する父親であるモンゴル科学技術大学のマンガラジャラ 

  ブ電力学部長とともに、６月２９日（金）、本学を訪問し、「大モンゴル展」を観覧 

  する。 

 

（４）当日は「大モンゴル展」の観覧の他、本学で学ぶモンゴル人留学生（現在、学部、

大学院生、あわせて１８名）との懇談も計画されている。 
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名古屋大学

 １７年度  １８年度  １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

新規分 1,866 1,832 1,671 1,718 1,484 1,413 1,508 1,418

継続分 664 741 761 785 826 931 880 1,067

計 2,530 2,573 2,432 2,503 2,310 2,344 2,388 2,485

新規分 548 475 521 530 444 428 609 554

継続分 664 741 761 785 826 931 880 1,067

計 1,212 1,216 1,282 1,315 1,270 1,359 1,489 1,621

新規分 29.37% 25.93% 31.18% 30.85% 29.92% 30.29% 40.38% 39.07%

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

計 47.91% 47.26% 52.71% 52.54% 54.98% 57.98% 62.35% 65.23%

新規分 2,511,100 2,119,300 1,749,800 1,727,900 1,417,300 1,285,200 1,818,570 1,635,100

継続分 2,727,000 3,463,826 3,524,670 3,377,280 3,252,376 3,012,490 2,838,473 3,392,400

計 5,238,100 5,583,126 5,274,470 5,105,180 4,669,676 4,297,690 4,657,043 5,027,500

注１）各年度とも年度当初に文部科学省が公表した年度当初の配分状況によるものである。

　＜参　考＞
　　平成24年度科学研究費補助金予算総額2,566億円（23年度　2,633億円）

科学研究費補助金　年度当初の内定状況［年度別］

注２）集計している研究種目は、学術創成研究費、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、研究
活動スタート支援の交付内定分であり、特別推進研究、新学術領域研究（新規領域）、基盤研究(S)、研究活動スタート支援の申請
数、新規採択数を含まない。

 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））

区　分
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報道関係者各位  2012 年 6 月 15 日 

 

名古屋大学 

あいちサイエンスフェスティバル 

プレスリリース 

https://aichi-science.jp/  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本サイエンスコミュニケーション協会の副会長が世界の科学祭を紹介 

あいちサイエンスコミュニケーション・セミナーを開講 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋大学 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（464-8601 名古屋

市千種区不老町）は，あいちサイエンスコミュニケーション・セミナーを開講いたします。 

あいちサイエンスフェスティバル 2012通年企画 

あいちサイエンスコミュニケーション・セミナー第 1回 

「世界のサイエンスフェスティバル」 

http://aichi-science.jp/events/single/450 

日時：  2012 年 6 月 30 日（土）15:30～17:00  

場所：  ジュンク堂書店ロフト名古屋店 7 階ブックサロン 

460-0008 名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク内 

講師：  縣 秀彦 （あがた・ひでひこ）氏 

日本サイエンスコミュニケーション協会副会長 

東京国際科学フェスティバル実行委員長 

国立天文台天文情報センター准教授 

 参加費無料。先着 40 名程度（ウェブからの事前申込者を優先します） 

 年間を通じての連続セミナーですが，1 回ごとの受講も受け付けます。 

 あいちサイエンスフェスティバルのウェブ（https://aichi-science.jp）で映像

アーカイブを予定しています。 

━━━━━━━━━━━━━ あいちサイエンスコミュニケーション・セミナー ━━━━━━━━━━━ 

本セミナーは，2011 年にスタートした「あいちサイエンスフェスティバル」（ASF）の輪を広

げる通年企画として連続開講。シリーズ前半では，ASF2012 を知るレクチャーを展開。6 月 30

日（土）の第 1 回は，世界的に広まるサイエンスフェスティバルを，テレビでの天文解説でお

なじみの縣秀彦氏が紹介します。 ASF2012 と連携する国際航空宇宙ショー JAPAN 

AEROSPACE2012（JA2012）の講義も計画。29 年ぶりに飛行場開催となるナショナル航空シ

ョーも専門家が紹介予定です。ASF2012 終了後の後半では，サイエンスとは何かを一緒に考え，

サイエンストークなどのやり方を身につけます。年度末には，6 つに分類されたモジュールそれ

ぞれで必要回数以上を受講/参加した方に，修了証兼サイエンスコミュニケーター・カードを授

与の予定。開講予定は裏面をごらんください。* 本企画は JST ネットワーク形成地域型により実施します。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

名古屋大学 産学官連携推進本部 担当・藤吉（ふじよし） 

tel : 052-747-6527 / E-mail : festival@aichi-science.jp 

http://aichi-science.jp/events/single/450
https://aichi-science.jp/
mailto:festival@aichi-science.jp
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━━━━━━━━━━ あいちサイエンスコミュニケーション・セミナー開講予定 ━━━━━━━━━━ 

講義・実習・見学モジュール（座学系セミナー） 

日程 開講テーマ 講師/担当 開講場所 分類 

6月 30日（土） 

15:30～17:00 

世界のサイエンスフェスティバル 縣秀彦 

（日本サイエンスコ

ミュニケーション協

会副会長） 

ジュンク堂書店ロ

フト名古屋店 
講義Ｃ 

7月 28日（土） 今年のあいちサイエンスフェスティバル 藤吉隆雄（名古屋大

学 ASF事務局） 

ジュンク堂書店ロ

フト名古屋店 
講義Ｃ 

8月予定 国際航空宇宙ショーが愛知県にやってく

る！ （予定） 

調整中 ジュンク堂書店ロ

フト名古屋店 
講義Ｓ 

9月下旬 

（土）予定 

国際空港を探検する！（セントレアの秘

密を見学） 

中部国際空港株式会

社（予定） 

中部国際空港セン

トレア（予定） 
見学 

10月予定 調整中 調整中 調整中  

11月予定 愛知県の科学技術政策はどうなってい

る？（仮） 

愛知県 産業労働部

（予定） 

あいち産業科学技

術総合センター

（豊田市、予定） 

講義Ｓ 

愛知県の新しいサイエンス基地を見てみ

る！ （知の拠点見学） 

愛知県 産業労働部

（予定） 

あいち産業科学技

術総合センター

（豊田市、予定） 

見学 

12月予定 サイエンスコミュニケーションってな

に？（仮） 

川勝博（名城大学教

授） 
調整中 講義Ｃ 

サイエンスと産業の関係はどうなってい

る？（仮） 

武田穣（名古屋大学

教授） 
調整中 講義Ｃ 

1月予定 サイエンストーク 基本の基本（仮） 調整中 調整中 講義Ｃ 

自分で企画を考えてみよう！（仮） 調整中 調整中 講義Ｃ/実習 

2月予定 サイエンストークの道具たち（仮） 調整中 調整中 実習 

インターネット映像中継に挑戦（仮） 調整中 調整中 実習 

開講テーマは追加・変更される可能性があります。 

体験・実践モジュール（活動系セミナー） 

日程 提供テーマ 対象となる活動 分類 

随時 サイエンスカフェ体験 サイエンストーク，名大カフェ，科学夜話，総合数理懇話会 体験 

随時 市民向け講演会体験 先端科学技術と社会 体験 

随時 サイエンスカフェ司会 サイエンストーク 実践 

随時 サイエンスカフェ中継 サイエンストーク 実践 

随時 講演会運営 先端科学技術と社会 実践 

随時 講演会中継 先端科学技術と社会 実践 

提供テーマは追加される可能性があります。 



報道関係者各位  2012年 6月 15日 

 

名古屋大学 

あいちサイエンスフェスティバル 

プレスリリース 

https://aichi-science.jp/  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

切手を通じて星座を楽しむサイエンストークを栄で開催 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋大学 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（464-8601 名古屋

市千種区不老町）は、さかえサイエンストークを 6月 30日（土）夜に開催いたします。 

あいちサイエンスフェスティバル 2012プレ企画 

さかえサイエンストーク（第 33回） 

「切手で星座を楽しもう」 

http://aichi-science.jp/events/single/452 

日  時：2012年 6月 30日（土）18:30～20:00  

場  所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店 7階ブックサロン 

460-0008 名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク内 

ゲ ス ト：縣 秀彦（あがた・ひでひこ） 氏 （国立天文台 准教授） 

参加費等：無料。当日先着 30名程度（予約制ではありません） 

※あいちサイエンスフェスのウェブ（https://aichi-science.jp）での映像アーカ

イブを予定しています。 

━ トーク内容  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本郵政では昨年の夏より、星座切手のシリーズを発表しています。古くから世界各国でも切

手に取り上げることが多い星座の世界。今回は、切手にも取り上げられる星座の世界を、最新科

学の話題も交えてご紹介します。 

━ ゲスト ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

縣 秀彦 自然科学研究機構 国立天文台 准教授 天文情報センター普及室長 

 1961 年長野県生まれ、専門は天文教育（教育学博士）。 日本サイエンス

コミュニケーション協会副会長。 NHK高校講座やラジオ深夜便に出演中。 

「天文学者はロマンティストか？」（単著、NHK 出版）、 「宇宙の地図帳」

（監修、青春出版）など著作物多数。 

━ さかえサイエンストーク ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

市民と研究者・専門家が気軽に語り合う、あいちサイエンスフェスティバル事務局によるサイエンス・カフェ。狭義

の科学だけではなく、技術やものづくり、カルチャーまでも含めた広い意味のサイエンスを取り上げ、名古屋の栄地

区を中心に開催するトークイベントです。 ※さかえサイエンストークは JSTネットワーク形成地域型により開催します。 

【本件に関するお問い合わせ先】 

名古屋大学 産学官連携推進本部 担当・藤吉（ふじよし） 

tel : 052-747-6527 / E-mail : festival@aichi-science.jp 

http://aichi-science.jp/events/single/452
https://aichi-science.jp/
mailto:festival@aichi-science.jp


━━━━━━━━━━━━━━━ さかえサイエンストーク 開催実績 ━━━━━━━━━━━━━━━ 

2011.04.29 鉄道に思いを寄せて ～鉄道写真の世界～  金盛正樹 / 鉄道カメラマン 

2011.04.29 鉄道に思いを寄せて ～鉄道模型フォトの世界～  金盛正樹 / 鉄道カメラマン 

2011.04.30 鉄道に思いを寄せて ～鉄道写真の世界～  金盛正樹 / 鉄道カメラマン 

2011.04.30 鉄道に思いを寄せて ～鉄道模型フォトの世界～ 金盛正樹 / 鉄道カメラマン 

2011.08.25 サイエンスイラストレーション 魅惑の世界  D.Rini / 米 JHU、 田中佐代子 / 筑波大学 

2011.09.02 夢に翔んだボイジャー   樋口敬二 / 名古屋大学（名誉教授） 

2011.09.06 世界の航空宇宙ショー    宮修一 / 日本航空宇宙工業会 

2011.09.13 古生物学者の世界見聞録 ～フィールド調査と異文化交流～ 荻野慎太郎 / （株）ActoW  

2011.09.23 私がダニのコンピュータグラフィックを描くようになったわけ？ 五箇 公一 / 国立環境研究所 

2011.10.03 ミステリアスな能面を科学する   西村律子 / JST- ERATO 岡ノ谷情動情報P 

2011.10.04 卵も肉もおいしい「岡崎おうはん」の開発  山本力也 / 家畜改良センター岡崎牧場 

2011.10.05 地域活性化と国際観光 －あいちの魅力－  新美達也・鈴木尚彦 / 名古屋大学 

2011.10.06 食糧からバイオ燃料、そして放射性物質の除染まで －微細藻類への期待－ 

竹中裕行 / マイクロアルジェコーポレーション（株） 

2011.10.07 SFみたいな生活を実現する先進プラズマテクノロジー 青木猛 / 名古屋産業振興公社 

2011.10.11 カメって本当に長生き？ ～カメたちの不思議な生活～ 矢部隆 / 愛知学泉大学 

2011.10.12 花の香りってこんなに変わるの!? あま～い香りのちっちゃなキク「アロマム」の誕生とその力！ 

津田その子 / 中部電力（株） 

2011.10.13 色を見て考える脳のしくみ    鯉田孝和 / 豊橋技術科学大学 

2011.10.14 もう一つのガラパゴス発見！ 静電気と異物の世界 小さなベンチャー世界を変える 

高柳真 / （株）TRINC  

2011.10.17 世界のスマートシティプロジェクトとその未来  岡村久和 / 日本アイ・ビー・エム（株） 

2011.10.18 身近な微生物の驚くべき能力とその利用を目指す微生物研究の最前線 堀克敏 / 名古屋大学 

2011.10.19 デザインで街を科学しよう！ 芸術と工学の融合へ  伊藤孝紀 / 名古屋工業大学 

2011.10.20 機能性を持たせた新しい食品の開発  高田幸宏 健康生活素材（株） 

2011.10.21 ヒマラヤ山脈の下が流れてから固まるまで  今山武志 / 名古屋大学 

2011.10.24 アナログ放送終了後の電波を利用した新サービス 小沢寿行 マスプロ電工（株） 

2011.10.25 循環型社会に貢献する自動車用内装繊維製品へのリサイクル PETの利用 

永谷裕介 / （株）髙木化学研究所 

2011.10.26 ナノバイオデバイスが拓く“健幸”社会  馬場嘉信 / 名古屋大学 

2011.10.27 米焼酎でカンボジアの地域開発を！   伊藤香純 / 名古屋大学 

2011.10.28 氷を掘る    金森晶作 / 公立はこだて未来大学 

2011.11.01 漢方の科学 ～現代における漢方の役割とその可能性～ 牧野利明 / 名古屋市立大学 

2012.05.08 サンパチェンスで感動、環境、そしてエネルギー  小杉波留夫 / （株）サカタのタネ 

2012.05.16 切ったら増える植物の再生能力の謎に迫る  石川雅樹 / 基礎生物学研究所 

2012.05.30 意外と楽しいゾ、植物園！   松谷茂 / 京都府立大学 

━━━━━━━━━ あいちサイエンストーク（栄地区以外で開催）開催実績と予定 ━━━━━━━━━ 

2011.12.16 サイエンス・ジャーナリズムってなんだろね？  藤吉隆雄 / 名古屋大学（於：名古屋大学） 

2012.06.02 光る生き物のサイエンス   大場裕一 / 名古屋大学（於：豊橋市自然史博物館） 

2012.06.09 右手形と左手型の分子をつくりわける  北村雅人 /名古屋大学（於：豊橋市自然史博物館） 

2012.06.16 謎の素粒子ニュートリノ  伊藤好孝 /名古屋大学（於：豊橋市自然史博物館） 

2012.06.23 物質と質量の起源の謎に挑む  棚橋誠治 /名古屋大学（於：豊橋市自然史博物館） 

2012.06.28 切ったら増える植物の再生能力の謎に迫る ビデオ視聴（於：シアターカフェ / 名古屋市大須） 



○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4日(水)
時間：14：00～15：00
講演題目：「創業者・三島海雲の軌跡～『カルピス』の秘密」
講演者：篠田　直氏(カルピス株式会社マネ－ジャー)
時間：15：15～15：45
講演題目：「カルピス社における発酵乳・乳酸菌研究について」
講演者：松下晃子氏(カルピス株式会社主任)
7月21日(土)
時間：13：00～14：30
講演題目：「モンゴルの詩人たち－現代に息づくモンゴル詩の伝統
と文化－」
講演者：阿比留美帆氏(元駐モンゴル日本大使館専門調査員)
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陰喩」
講演者：藤井真湖氏(愛知淑徳大学准教授)

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

6月29日(金)
International Symposium on
Language Processing

場所：全学教育棟北棟4階多目的講義室
時間：13：00～18：30
講演者：ニルス・シラー氏(オランダライデン大学教授)、コリン・フィ
リップス氏(アメリカメリーランド大学教授)
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　玉岡賀津雄
ktamaoka@lang.nagoya-u.ac.jp

6月30日(土) 「指輪物語」を語り尽くす

場所：全学教育棟北棟4階多目的講義室
時間：10：00～17：00
講演題目：「トールキンから『指輪物語』を考える」
講演者：水井雅子氏(金沢学院大学教授)
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　渡辺美樹
052-789-4786

6月30日(土)

名古屋市生涯学習推進センター
大学連携キャンパス講座
「達人(研究者)と話そう－ヒトとか
らだ－」

場所：博物館講義室
時間：10：30～12：00
講演題目：「健康に役立つ磁気」
講演者：毛利佳年雄氏(本学名誉教授)
定員：80名
対象：一般(基本的に毎回参加できる人)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

6月30日(土)
あいちサイエンスコミュニケーショ
ン・セミナー第1回

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
テーマ：「世界のサイエンスフェスティバル」
講演者：縣　秀彦氏(自然科学研究機構国立天文台准教授)
定員：40名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

産学官連携推進本部
特任助教　藤吉隆雄
052-747-6527

6月30日(土)
あいちサイエンスフェスティバル
2012プレ企画
さかえサイエンス トーク第33回

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
テーマ：「切手で星座を楽しもう」
講演者：縣　秀彦氏(自然科学研究機構国立天文台准教授)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

産学官連携推進本部
特任助教　藤吉隆雄
052-747-6527

7月1日(日)
日本古生物学会・環境学研究科・
博物館共催普及講演会

場所：野依記念学術交流館2階大会議室
時間：13：30～15：00
講演題目：「生きている化石と古生物学」
講演者：大路樹生(博物館教授)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月4日(水) 平成24年度工学部懇話会
場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：13：00～17：10

工学部・工学研究科
教務課学生支援掛
052-789-3599

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

kouho2
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7月5日(木)、
6日(金)

第2回睡眠研究会
場所：シンポジオンホール
時間：13：00～18：40(7/5)、9：00～15：25(7/6)
参加費：無料

環境医学研究所神経系分野2
052-789-3864

7月6日(金) ベトナム憲法改正調査団来訪
場所：豊田講堂
内容：ベトナム憲法改正に係る日本国憲法調査のため、鮎京正訓
(本学理事)及び法学研究科教員との意見交換

国際部国際企画課
052-789-2043

7月7日(土)、
7月21日(土)、
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：「製造業における知財戦略と知財部門の業務内容」、
「学位への道、学位からの道」(7/7)
「長期インターンシップ事前研修　知的財産取扱に関する関する留
意点」、
「再生医療の現状と今後の展望」(7/21)
「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

7月7日(土)、
7月21日(土)、
8月4日(土)、
8月18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

博物館事務室
052-789-5767

7月7日(土)、
7月28日(土)、
8月4日(土)、
8月25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(7/7、8/4)、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10日(火)～
27日(金)

平成24年度国別研修
「ナミビア イネ－ヒエ混作農法に
係る農民参加型普及手法」

場所：国際開発研究科、近畿大学、滋賀県立大学、他
内容：ナミビア農民参加型イネ－ヒエ混作栽培普及技術研修

［関連公開セミナー］
7月12日(木)
内容：「ナミビアＪＩＣＡ研修員によるジョブレポート発表会」
場所：国際開発研究科8階第1会議室
時間：13：00～14：30
参加費：無料

国際開発研究科
西川芳昭研究室事務局
hayashi@gsid.nagoya-u.ac.jp

7月12日(木) トーゴ臨時代理大使講演

場所：国際開発研究科8階オーディトリアム
時間：10：30～11：30
講演題目：「トーゴ：概要及び日本との二国間関係」
講演者：M. A. D. アクレソ・氏(在日トーゴ共和国大使館臨時代理大
使)
使用言語：フランス語(英語通訳あり)
参加費：無料

国際開発研究科プロジェクト室
052-789-5066

7月13日(金)
講演会＋メディアプロフェッショナ
ル・コース進学説明会

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：16：00～19：00
内容：講演会、コース・教員紹介、在学生からのメッセージ・進学相
談
講演題目：「テレビは21世紀に生き残るか」
講演者：佐藤幹夫氏(NHK名古屋放送局長)
参加費：無料

国際言語文化研究科
メディアプロフェッショナル・コース
事務室
052-789-4187

7月14日(土)
平成24年度名古屋大学協力会
総会・講演会

場所：野依記念学術交流館
時間：13：30～18：00
テーマ：「航空宇宙技術に学ぶ」
講演題目：「航空宇宙最新技術のトレンドおよび複合材技術」
講演者：石川隆司(工学研究科教授)
講演題目：「航空機技術の自動車産業への波及について」
講演者：川合勝義氏(株式会社VRテクノセンタープロジェクトコー
ディネーター)
講演題目：「最新レーザ加工技術」
講演者：沓名宗春氏(最新レーザ技術研究センター代表取締役)
講演題目：「衛星軌道制御技術の紹介」
講演者：山田克彦(工学研究科教授)
参加費：無料(講演会のみ。意見交換会は1,000円(非会員・学生))

名古屋大学協力会事務局
052-744-1987

7月14日(土)
博物館コンサート
「音楽で学ぶモンゴルの歴史」

場所：博物館展示室
時間：14：00～15：00
演奏者：小寺里枝氏(ヴァイオリン)、鈴木美香氏(ピアノ)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月19日(木)
名古屋大学・日本IBM
共同セミナー

場所：IB電子情報館2階大講義室
時間：13：00～17：00
内容：講演、ラウンドテーブル
対象：本学構成員および一般

情報文化学部・情報科学研究科
事務部
052-789-4716



7月19日(木)
グローバルCOE「機能分子医学へ
の神経疾患・腫瘍の融合拠点」
第5回国内シンポジウム

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：00～18：15
対象：関係研究者
参加費：無料
懇親会費：1,000円

GCOE推進室
052-744-1946

7月20日(金)、
21日(土)

第25回タンデム加速器及び
その周辺技術の研究会

場所：野依記念学術交流館
参加費：2,000円(一般・プロシーディングズ代込み)、無料(学生・プ
ロシーディングズは別途1,000円)

年代測定総合研究センター事務室
052-789-2579

7月20日(金) 第81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：「心理学で危機に備える 」
講演者：窪田由紀(教育発達科学研究科教授)
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

7月26日(木)
高等教育研究センター
第61回客員教授セミナー

場所：文系総合館7階オープンホール
時間：16：00～18：00
講演題目： 「大学のナレッジマネージメント－IRからKMへ」
講演者：松塚ゆかり氏(一橋大学教授)

高等教育研究センター
052-789-5696

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

7月29日(日) 気象台防災講演会
場所：豊田講堂
時間：13：00～17：00

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

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) 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階オープンスペースおよび3階第1会議室
時間：10：00～17：00(予定)
内容：ポスターガイダンス、ポスターセッション(8/9)、講演・総長賞
の授与(8/10)、
対象：愛知・岐阜・三重県の中高生および保護者、学生、教職員、
教員

総務部職員課
男女共同参画室担当
052-789-5976

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)」

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)
(土・日曜日、祝
日休館)

博物館サテライト展示
「メディアアート展」

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

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)
内容：「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：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

8月25日(土)
教育学部附属高等学校
平成24年度第１回
オープンキャンパス

会場：教育学部附属高等学校
時間：9：30～12：30
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

教育学部附属中学・高等学校
052-789-2680

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
時間：10：00～17：00
テーマ：「未来を明日に近づける技術」
内容：ブース展示、基調講演、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)
参加費：無料

工学部・工学研究科社会連携室
052-789-3424

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
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