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平成２２年度 第４回教育記者会懇談会 

 

 

 

１ 教育関係共同利用拠点の認定について（資料１） 

 

２ 特別招へい教授の委嘱について（資料２） 

 

３ 経営協議会委員の交替について（資料３） 

 

４ 本学学生の第13回世界ジュニア陸上競技選手権５位入賞について（資料４） 

 

５ 今後の本学の行事予定（資料５） 

 

６ その他  

        次回開催日について 
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資料1

名古屋大学名古屋大学
FDFD・・SDSD共同利用拠点共同利用拠点

連携機関連携機関各大学各大学

研修の提供研修の提供

講師派遣講師派遣大学執行部 研修企画・
実施部門

＜海外関連団体＞＜海外関連団体＞
PODPOD
ISSOTLISSOTL講師派遣講師派遣

知見の提供知見の提供

研修プログラムと教研修プログラムと教

ＦＤ担当者

実施部門

研修プログラム

ISSOTLISSOTL
ICEDICED

＜海外大学＞＜海外大学＞

ミシガン大学ミシガン大学
ワシントン大学ワシントン大学

プログラムの相互開発プログラムの相互開発

研究の共同実施研究の共同実施

研究員の相互派遣研究員の相互派遣研修プ グラムと教研修プ グラムと教
材の共同開発材の共同開発

利用の促進利用の促進

フィードバックフィードバック

ＳＤ担当者

研修プログラム
・教材開発
研究部門

ワシントン大学ワシントン大学
ポーツマス大学ポーツマス大学
クイーンズランド大学クイーンズランド大学
パリ第８大学パリ第８大学

研修・研究実施の相談研修・研究実施の相談

教職員

ティーチング

研修・研究
相談部門 全国利用拠点全国利用拠点

ネ トワ ク連絡組織ネ トワ ク連絡組織

活動内容の連絡調整活動内容の連絡調整

連携の促進連携の促進

情報交換情報交換

インターンの受入インターンの受入

ティ チング
アシスタント

非常勤講師

相談部門

研修指導者
FDFD・・SDSDコンソーシアム名古屋コンソーシアム名古屋

FDFDネットワーク連絡組織ネットワーク連絡組織
情報交換情報交換

研修プログラム等の共研修プログラム等の共
同開発・実施同開発・実施インタ ンの受入インタ ンの受入

候補者の研修実施候補者の研修実施

WebWebによる情報発信による情報発信

非常勤講師

大学教職員
を 指す院

養成部門

＜関連学会＞＜関連学会＞

FDFD・・SDSDコンソーシアム名古屋コンソーシアム名古屋

研究・研修成果の発表研究・研修成果の発表

同開発・実施同開発・実施

WebWebによる情報発信による情報発信

メールマガジンメールマガジン

ジャーナルジャーナル

を目指す院
生・ポスドク

広報部門 大学教育学会大学教育学会
高等教育学会高等教育学会
その他その他

研究 研修成果の発表研究 研修成果の発表

情報交換・知見の還元情報交換・知見の還元



 
 名古屋大学高等教育研究センターでは，このたび文部科学省「教育関係共同利用拠点」

に申請し，平成２２年６月１０日付け文部科学大臣の認定を受けたので，お知らせいたし

ます。 
 
 教育関係共同利用拠点とは，平成２１年度からスタートした制度で，大学が多様化する

社会や学生のニーズに応えつつ質の高い教育を提供していくために，大学が有する人的・

物的資源で他大学が共同利用できるものを拠点として文部科学大臣が認定し，複数大学の

共同利用を推進することで，我が国の大学の多様かつ高度な教育の展開を目指すものです。 
 
 名古屋大学高等教育研究センターは，高等教育の質的向上に資することを目的として，

高等教育に関する研究・調査を行っている学内共同教育研究施設であり，従来から高等教

育研究の一環として，教職員の能力開発に関する研究を行っており，その成果をふまえて，

教育・研修プログラムや教材を開発するとともに学内外に提供することで，中部地域およ

び全国の大学等における教育の質向上に大きく寄与してきております。 
 また，全国の大学等の要請を受けて，FD・SD（教職員の職能開発）の講演・ワークショ

ップを実施し，平成２０年度からは，近隣の３大学（名城大，中京大，南山大）とともに

「FD・SD コンソーシアム名古屋」を形成し FD・SD の拡充に努めております。 
 中部地域の多くの大学は，FD・SD に関わる多様・多大なニーズを抱えており，今後さ

らに増大していくことが予想されますが，大学によっては FD・SD に関する十分な実施体

制が整備されていないこともあり，また，研修を担当できるような人材を養成することも

困難な状況にあります。 
 このような課題を抱える大学のニーズに応えるため，また，中部地域のより多くの大学

との連携を通じて，名古屋大学および各大学所属の教職員の能力開発を促進することを通

じて地域全体の大学教育力の向上を図るために，FD・SD の企画・実施や共同利用・大学

間連携の実績を有する本学が共同利用拠点として更なる活用の出来る体制を整備するべく，

申請を行い，認定されたものです。 
 
 今後は共同利用拠点として，共同利用する大学や利用者に対して，下記の支援を行う予

定です。 
 ①他大学の教職員の組織的な研修等の実施，連携した取組 
  ②研修等に関する調査研究や情報収集および教職員・研修等担当者等からの相談への 
  対応 
  ③他大学からの要請による講師派遣 
  ④組織的な研修等の支援のための教材・プログラム等の開発 
 ⑤研修の講師やコンサルタント等として指導や相談に対応 
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○役員会等
日（曜日） 会議の名称（部局）

2日（月） 役員会

23日（月） 役員会

○部局の諸会議

名古屋大学　平成22年8月予定表
           （教育記者会用）

ありません。



○行事等

日（曜日） 行事等の名称 概要  連絡先

6月5日（土）
～9月30日（木）

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
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月1日（木）
～9月14日（火）
（土・日曜日休
館）

博物館野外観察園展示
「名大の蛾－夏編－」

場所：博物館野外観察園セミナーハウス展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月20日（火）
～10月23日（土）
（日・月曜日休
館）

第14回博物館特別展
「熱帯林－多様性のゆりかご－」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月28日（水）
～7月30日（金）

附属図書館・国立情報学研究所共
催
学術ポータル担当者研修

場所：中央図書館5階多目的室
時間：9：30～17：30
テーマ：「機関リポジトリの構築・運営」
内容：大学等図書館において、機関リポジトリの企画・立案・
運営を担当する職員に必要となる運営上の知識を身につけ
る。
対象：大学・研究機関等の図書職員

附属図書館事務部
情報システム課
052-789-3686

7月29日（木）、
8月5日（木）、
9月30日（木）、
10月7日（木）

第14回博物館特別展
「熱帯林－多様性のゆりかご－」
関連講演会

場所：博物館3階講義室
時間：14：00～15：30
講演題目：｢熱帯雨林の生物多様性｣（7/29）
講演者：中川弥智子（生命農学研究科准教授）
講演題目：「モンスーンアジアの焼畑と自然資源利用」
（8/5）
講演者：横山　智（環境学研究科准教授）
講演題目：「熱帯林の不思議な植物」（9/30）
講演者：西田佐知子（博物館助教）
講演題目：「熱帯林と地球の気候」（10/7）
講演者：伊藤香純（農学国際教育協力研究センター准教
授）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月30日（金）、
8月2日（月）、
8月23日（月）

平成22年度
シンクロトロン光利用者研究会

場所：愛知県産業労働センターウインクあいち908会議室
時間：14：00～16：30（8月2日のみ13：30～16：30）
内容：光電子分光グループ利用者研究会・実施研修
（7/30）、Ｘ線解析グループ利用者研究会・実施研修（8/2）、
小角散乱グループ利用者研究会・実施研修（8/23）
参加費：無料

シンクロトロン光研究センター
052-747-6476

7月31日（土）
第33回博物館コンサート（NUMCo)
フォルクロ一レ南米民族音楽
－アンデスの風－

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
演奏者：ティエラブランカ（南米民族音楽バンド）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

7月31日（土）、
8月7日（土）、
9月4日（土）、
9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：20名

博物館事務室
052-789-5767



8月2日（月）
～8月6日（金）

第10回名古屋国際数学コンファレ
ンス

場所：理学部1号館509号室
時間：10：00～17：30（8月5日のみ10：00～12：00）
テーマ：「代数群と量子群の表現論’10」
内容：多元数理科学研究科の国際交流活動の一環として
開催され、10カ国約50名の外国人研究者を含む、100名規
模で講演会を開催する。

多元数理科学研究科
教授　庄司俊明
052-789-5605

8月4日（水）
平成22年度
テクノフロンティアセミナー

場所：工学研究科7号館702号室
時間：9：00～18：00
テーマ：「触れてみよう、電子と情報の最先端に」
定員：36名
対象：高校生
参加費：実費

テクノフロンティアセミナー
実行委員会
052-789-3460

8月6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：高等総合研究館1階会議室
時間：10：00～16：00
テーマ：「『ハスの葉のすごい』を顕微鏡でのぞいてみよう」
定員：20名
対象：小学5年生、6年生（保護者同伴可）
参加費：無料

エコトピア科学研究所
助教　稗田純子
052-789-5274

8月7日（土）、
8月28日（土）、
9月11日（土）、
9月25日（土）

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルアート講座

場所：博物館講義室
時間：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

8月8日（日）
第21回日本数学コンクール／
第14回日本ジュニア数学コンクー
ル

場所：IB電子情報館1階講義室
時間：10：00～16：00
対象：高校生（日本数学コンクール）、小学5年生から中学
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9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
講演者：西田佐知子（博物館助教）
内容：第14回博物館特別展に関する解説
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

8月9日（月）
テクノサイエンスセミナー
「学んで、触れて、見てみよう
－最先端知能機械の世界－」

場所：工学研究科2号館各研究室
時間：9：00～17：00
内容：工学研究科機械理工学専攻電子機械工学コースの
研究教育について体験学習を行い、電子機械の楽しさと重
要性を体験する。
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学研究科
機械理工専攻電子機械工学分
野
ＴＥＦＳ実行委員会事務局
052-789-3301



8月9日（月）
工学研究科
化学・生物実験講習会

場所：工学研究科1号館2階121教室
時間：8：45～17：00
内容：工学研究科化学・生物工学専攻応用化学、生物機能
工学、化学工学分野の講義と実験を教員・大学院生ととも
に体験学習します。
対象：東海地区の高校生
参加費：無料

工学研究科
化学・生物工学科化学・生物実
験講習会実行委員会
daisuke@apchem.nagoya.-
u.ac.jp

8月9日（月）
～8月11日（水）

パワーアップサマー2010
サマースクール
「アジアの法と社会」

場所：法政国際教育協力研究センター
時間：9：30～17：45（8月9日のみ10：30～）
対象：学部生、大学院生、社会人
参加費：無料

法政国際教育協力研究セン
ター
サマースクール「アジアの法と
社会2010」事務局
052-789-2325、4263

8月9日（月）
～8月12日（木）

2010年度数学アゴラ
夏期集中コース

場所：理学部1号館509号室
時間：8：45～16：15（8月9日、12日は14：30まで）
講演題目：「円周率の値を計算する公式－世界の3大数学
者＋もう1人の考えたこと」
講演者：佐藤　猛（多元数理科学研究科助教）
講演題目：「運動方程式と変分問題」
講演者：菱田俊明（多元数理科学研究科教授）
定員：100名程度
対象：高校生および高校教員
参加費：無料

多元数理科学研究科
教育研究支援室数学アゴラ係
052-789-5994

8月9日（月）、
8月23日（月）、
12月24日（金）

平成22年度高大連携
高校生防災教育推進事業
「高校生防災セミナー」

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：10：00～16：00（12月24日のみ13：00～16：00）
内容：自然災害に対する知識や技術の習得などによる防災
対応能力の向上、災害時のボランティア活動など地域の防
災向上に貢献できる防災リーダーの育成を図る。
対象：高校生

環境学研究科
教授　福和伸夫
052-789-3757

8月10日（火）
第4回プラズマナノ工学スクール
プラズマナノ科学技術に関する学
術講習会および講演会

場所：ベンチャービジネスラボラトリ3階ベンチャーホール
時間：9：20～17：20
テーマ：「プラズマプロセスの基礎～最新応用－講義と実践
的なプラズマ計測実習－」

工学研究科
特任准教授　石川健治
ishikawa@plasma.engg.nagoya-
u.ac.jp

8月10日（火）
～8月12日（木）

2010年度オープンキャンパス

場所：豊田講堂他
時間：9：30～
内容：施設・キャンパス見学のほか、学部紹介コーナー、個
別相談会、模擬講義など様々なプログラムを用意。
（経済学部・工学部（8/10）、教育学部・法学部・医学部医学
科・農学部（8/11）、文学部・理学部・情報文化学部・医学部
保健学科（8/12））

学務部入試課
052-789-5765

8月17日（火）
～10月14日（木）
（祝日を除く毎週
火・木曜日）

平成22年度名古屋大学公開講座

場所：経済学部第1講義室
時間：18：00～19：30
テーマ：「未来を切り開く－挑戦するNagoya University」
定員：200名
参加費：9,200円（全15回）

研究協力部社会連携課
052-747-6584



8月21日（土）
～8月22日（日）

名古屋市博物館共催事業
平成22年度第2回地球教室

場所：博物館（8/21）、名古屋駅周辺・栄地区（8/22）
時間：13：30～16：30（8/21）、9：00～15：00（8/22）
テーマ：「親子対象フィールドセミナー－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、保護者
参加費：1,000円

博物館事務室
052-789-5767

8月23日（月）
～8月24日（火）

平成22年度
ＳＳＨ中核的拠点育成プログラム
ワークショップ教員研修

場所：理学部G館および遺伝子実験施設
時間：9：30～15：00
テーマ：「実習：光るタンパク質を取り出す DNAシーケンス
技術－過去・現在・未来」
対象：県内の高校理科教員
参加費：無料

遺伝子実験施設
准教授　杉山康雄
052-789-5943

8月28日（土）
地域貢献事業
「都市近郊の農業教育公園」
農業ふれあい教室

場所：附属フィールド科学教育研究センター東郷フィールド
時間：10：00～12：00
テーマ：「『カイコを育て見る』－カイコを飼育・観察し、生命
の不思議を体験する－」
定員：20家族程度
対象：小学生から中学生、保護者（原則として2回とも出席
できること）
参加費：無料

生命農学研究科附属フィールド
科学教育研究センター
事務掛
0561-37-0210

〈高校オープンキャンパス〉
会場：教育学部附属高等学校（8/26、11/6）
時間：9：30～12：00
内容：模擬授業、全体説明会
対象：中学3年生

〈中学・高等学校説明会〉
場所：豊田講堂（10/9）
時間：9：00～10：00
内容：教育方針・特色・学校生活について

9月3日（金）
法務省法務総合研究所共催
サマーシンポ
「私たちの法制度整備支援2010」

場所：法政国際教育協力研究センター2階ＣＡＬＥフォーラム
時間：11：00～18：00
内容：サマースクール出席の学生による研究結果発表と討
論、法整備支援の海外現場経験を持つ裁判官などによる
パネルディスカッション

法政国際教育協力研究セン
ター
サマースクール「アジアの法と
社会2010」事務局
052-789-2325、4263

8月28日（土）、
10月9日（土）、
11月6日（土）

教育学部附属中学・高等学校
オープンキャンパス/学校説明会

教育学部附属中学・高等学校
052-789-2680

8月26日（木）
～8月28日（土）

第23回電子顕微鏡技術研修会
「夏の学校 in 名古屋」

場所：野依記念学術交流館カンファレンスホールおよび博
物館
内容：電子顕微鏡実技講習会
定員：60名
対象：研究費、技術者、学生等
参加費：学生40,000円、学生会員45,000円、他55,000円

＜公開講演会＞
場所：野依記念学術交流館カンファレンスホール(8/27)
時間：15：00～16：30
テーマ：「微化石放散虫が地質年代革命を起こした！」
講演者：足立　守（博物館特任教授）
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767



9月3日（金）
テクノフェア名大2010
「STEP IN TO THE FUTURE」

場所：豊田講堂およびシンポジオンホール
時間：10：00～17：00
内容：産学官連携や地域産業界の活性化、および地域社
会への情報発信を推進していくことを目的に、大学にある
シーズ（種）・研究成果の展示や技術相談コーナー、研究室
の見学および講演会を開催。

工学部・工学研究科
総務課社会連携室
052-789-3425

9月3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」
化学系セミナー

場所：野依記念学術交流館2階講義室
時間：16：30～18：00
講演題目：「電子波で見る量子の世界」
講演者：外村　彰氏（株式会社日立製作所フェロー）
入場料：無料

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

9月15日（水）
～9月17日（金）

国立情報学研究所共催
目録システム講習会

場所：中央図書館5階多目的室
時間：9：30～17：30
対象：大学・研究機関等の図書職員

附属図書館事務部
情報システム課
052-789-3686

9月18日（土）
ミクロの探検隊
「ムシ：自分で採取した昆虫などを
電子顕微鏡で見てみよう」

場所：博物館実験室および講義室、野外観察園
時間：10：30～15：30
定員：20名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円

博物館事務室
052-789-5767

9月18日（土）、
10月23日（土）

2010年度農場講演会

場所：附属フィールド科学教育研究センター東郷フィールド
農業教育公園内「農業館」（9/18）、東郷町町民館（10/23）
時間：14：00～16：00
講演題目：「東海地方の里山の保全を目指して－シデコブ
シの生態と遺伝を明らかにする－」（9/18）
講演者：戸丸信弘（生命農学研究科教授）
講演題目：「お米の品種改良－病気に強く、おいしいお米の
開発－」（10/23）
講演者：中嶋泰則氏（愛知県農業総合試験場）
定員：60名
入場料：無料

生命農学研究科附属フィールド
科学教育研究センター
事務掛
0561-37-0210

10月9日（土）、
10月16日（土）、
10月30日（土）

公開講座
柔道寝技教室

場所：第4体育館（柔道場）
時間：14：00～16：00
定員：20名
対象：小学校高学年から社会人で柔道経験者
参加費：無料

工学研究科
教授　瓜谷　章
052-789-3797

10月10日（日）

第8回太陽地球環境研究所
・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」
連携セミナー

場所：豊田講堂
時間：13：00～18：00
内容：基調講演とパネルディスカッション

環境学研究科
准教授　横山　智
052-789-4742

10月12日（火）

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」
講義［社会と科学］

場所：野依記念物質科学研究館2階講演室
時間：10：30～12：00
講演題目：「高いQQLを目指して－化学が担う新薬の開発」
講演者：鴻池敏郎氏（塩野義製薬株式会社）
入場料：無料

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



10月21日（木）
平成22年度
先端技術公開セミナー

場所：IB電子情報館中棟012講義室
時間：13：30～15：00
講演者：長谷雅彦氏（NTTサイバーコミュニケーション総合
研究所所長）
入場料：無料

情報文化学部庶務掛
052-789-4716

10月23日（土）、
10月30日（土）、
11月6日（土）

平成22年度
数学公開講座（秋の継続コース）

場所：多元数理科学研究科棟（理1号館）509号室
テーマ：「数学とは学問なのだろうか」
講演者：菱田俊明（多元数理科学研究科教授）、鈴木浩志
准（多元数理科学研究科准教授）、佐藤猛（多元数理科学
研究科助教）
対象：数学とその応用に興味を持つ社会人、高校生および
高校教員
参加料：無料

多元数理科学研究科
教授　小林亮一
052-789-2432

10月29日（金）
エコトピア科学研究所
超高圧電子顕微鏡施設
オープニングセレモニー

場所：野依記念学術交流館
時間：13：00～19：00
内容：Ⅰ部式典、Ⅱ部国際ワークショップ、Ⅲ部記念パー
ティの3部構成。Ⅱ部では施設見学のほか、外部から講師
を招き講演会を開催
講演題目：「材料への応用」
講演者：Ｒ．Sinclair氏（スタンフォード大学教授）
講演題目：「電子の波は微少世界を開く」
講演者：外村　彰氏（株式会社日立製作所フェロー）

研究所事務部総務課
第3庶務掛
052-789-5262

10月30日（土）
平成22年度（第12回）
まちとすまいの集い

場所：環境総合館1階レクチャーホール、4階地域防災ホー
ル
時間：未定
テーマ：「使いこなす・住みこなす－都市、建築、そして資源
－」

環境学研究科
准教授　小松　尚
052-789-4655


