
平成２３年１２月２２日 

 

 

平成２３年度 第８回教育記者会懇談会 

 

１ ベトナム・ホーチミン市法科大学日本法教育研究センター開所式について 
（資料１） 

 

２ 日本学士院新会員について（資料２） 

 

３ 寄附講座の設置について（資料３） 

 

４ 附属病院平成 23 年度市民公開講座「ここまで進んだがん治療」について 

（資料４） 

 

５ 地球水循環研究センター公開講演会「宇宙から海を観る・測る」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 

ホーチミン市法科大学日本法教育研究センター開所について 

 

 名古屋大学日本法教育研究センターは、平成 24 年 1 月 7 日（土）にベトナム

のホーチミン市法科大学に日本法教育研究センターを開所します。既に平成 19

年 9 月 7 日にハノイ法科大学に日本法教育研究センターを設置しており、ベト

ナムでは、これが 2箇所目となります。 

今回新たに日本法教育研究センターを設置するホーチミン市は、ベトナムで

最も大きな都市です。また、重要な経済の中心地でもあり、日本企業も多数進

出しています。このような状況の中、単に日本語を理解するだけではなくプラ

スアルファが求められるようになってきており、学部の学習科目と平行して日

本語・日本法の教育を行おうという同センターの試みは、先進的な取り組みで

あり、社会のニーズに合致するので日本企業進出の一助となっています。 

 

日本法教育研究センターは名古屋大学が文部科学省の支援のもと「日本語に

よる日本法教育」を実現するため、体制移行国の現地大学と協力して現地で日

本語・日本法の教育を行うための組織です。これは日本法を本格的に学ぶには、

日本語をまず修得させ、日本語で教えることが必要であるという考えに基づい

ています。ベトナム以外にもタシケント国立法科大学（ウズベキスタン・平成

17 年 9 月）、モンゴル国立大学法学部（モンゴル・平成 18 年 9 月）、カンボジア

王立法経大学（カンボジア・平成 20 年 9 月）に同センターを設置しています。 

 

 

 



資料２ 

日本学士院新会員について 

 

 田中靖郎特別教授が、12 月 12 日（月）、日本学士院新会員として選定されま

した。 

 日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇し、学術の発達に寄与するた

め必要な事業を行う機関であり、会員は学術で顕著な功績を修めた科学者から

選ばれ、終身任期の国家公務員特別職の身分が付与されます。現在、会員は、

人文科学部門で 63 名、自然科学部門で 78 名の計 141 名です。 

 田中特別教授の専門は天文学で、Ｘ線天文学分野において、衛星計画を主導

するとともに、中性子星Ｘ線源とブラックホールＸ線源のＸ線スペクトルの相

違を示すなど、X線放射の研究に貢献しました。 

 



資料３ 

                        寄附講座等設置概要 
 
 
大 学 等 名          
(学部・学科等名)          

 
名 古 屋 大学       
（医学系研究科）

 
寄附講座等の 
名    称 

 
造血細胞移植情報管理・生物統計学
（日本造血細胞移植学会）寄附講座

 
設 置 期 間          

 
平成２１年１月１日 ～ 平成２３年１２月３１日 
平成２４年１月１日 ～ 平成２５年１２月３１日（期間更新） 

  
担 
 
当 
 
教 
 
員 
 

 
 職   名 
 

 
ふ り が な      
氏   名 

 
        任  用  期  間 
    （前        職） 

 
  備  考 
 

 
 准 教 授 

 
すずき   りつろう

鈴木 律朗 

 
平成21年1月1日～平成25年12月31日 
(造血細胞移植情報管理学寄附講座助教授） 

 
平成24年1月 

から2年延長 
 

 講   師 
 
あつた   よしこ 
熱田 由子 

 
平成21年1月1日～平成25年12月31日 
(造血細胞移植情報管理学寄附講座助教） 

 

平成24年1月 

から2年延長 
 
 
寄 附 者 
 

 
寄附者名 

 
日本造血細胞移植学会 理事長 今村雅寛 

 
所 在 地     

 
〒466-0047 名古屋市大幸南一丁目1番20号 

 
 
 
寄 附 金 
 
 
 

 
寄附金額 
 

 
総額  125,000千円 
（今回追加：50,000千円） 

 
寄附の時期 
及 び 期 間      

平成20年11月から５年間 

（H20年11月, H21年11月, H22年11月, 

H23年12月,H24年12月) 

 
寄附金の 
支払方法 

 
現金で納入（総額125,000千円を、平成20年11月から25,000千円づつ
５回の分割納入。） 

 

 

 

 

 

教育研究 

 

の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本造血細胞移植学会の全国集計によれば年間に4,000件を超える血液幹細胞

移植がわが国で行われており、累積件数は40,000件を超える。移植は、骨髄バン

クを介した非血縁者間での骨髄移植、臍帯血バンクを介した臍帯血移植、血縁者

間での骨髄移植および末梢血幹細胞移植を含む。移植の現状と移植成績は名古屋

大学大学院医学系研究科予防医学/医学推計・判断学内にある日本造血細胞移植学

会全国データ集計事務局で集約され、年報として毎年発刊されている。この資料

は、血液幹細胞移植に携わる医療スタッフおよび患者にとって極めて貴重な資料

となっている。また、ここで作られたデータセットは学術論文作成にも使用され

、これまでに20論文が英文学術雑誌に発刊受理されている。 

本寄附講座は、1)この全国調査を継続し、登録率の向上、情報の精度向上を図り

ながら、2)得られた成果の公表活用を目的とする。更に3) 血液幹細胞移植医療に

関する臨床試験の支援を通して、わが国での移植医療の更なる向上を目指す。 

 

 

 
備   考 
 
 
 
 
 

 
平成２０年１０月 １日   医学部教授会承認 
平成２０年１０月 ９日   設置決定（総長承認） 
平成２２年１１月１７日   医学系研究科教授会承認（変更） 
平成２３年１１月１６日   医学系研究科教授会承認（期間更新） 
平成２３年１２月１４日  期間更新決定（総長承認） 
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

6日(金)、
16日(月)

役員会

17日(火) 部局長・教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

11日(水)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、環境学研究科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

18日(水)
教授会(法学部・法学研究科、経済学部・経済学研究科、医学系研究科、工学部・
工学研究科、情報科学研究科、エコトピア科学研究所)
研究科委員会(医学系研究科)

20日(金)
教授会(教育学部・教育発達科学研究科、理学部・理学研究科、環境医学研究所)
研究科委員会(教育発達科学研究科、理学研究科)

25日(水)
教授会(文学部・文学研究科、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、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24年1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

12月5日(月)～
1月31日(火)
(土・日・祝日
および12/29～
1/3休館)

サテライト展示
「野外観察園の四季」

場所：野外観察園セミナーハウス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

12月6日(火)～
2月29日(水)
(日・月曜日およ
び12/29～1/3
休館)

企画展
「奈良坂源一郎『蟲魚圖譜』
－解剖学創始者のミュージアム
－」

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［特別講演会］
1月31日(火)
場所：博物館講義室
時間：13：30～15：30
講演題目：「医学とチョウ」
講演者：髙橋　昭(本学名誉教授)
講演題目：「奈良坂と愛知教育博物館」
講演者：加藤詔士氏(愛知大学教授)
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

12月6日(火)～
2月29日(水)
(日・月曜日およ
び12/29～1/3
休館)

現代の博物画
－ボタニカルアート作品展

場所：博物館展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

1月7日(土)
地球水循環研究センター
公開講演会

場所：シンポジオンホール
時間：13：00～
テーマ：「宇宙から海を観る・測る」
講演題目：「海と大気の相互作用を測る」
講演者：江淵直人氏(北海道大学教授)
講演題目：「海流を測る」
講演者：森本昭彦(地球水循環研究センター准教授)
講演題目：「プランクトンを観る」
講演者：石坂丞二(地球水循環研究センター教授)
講演題目：「魚を観る」
講演者：斎藤誠一氏(北海道大学教授)
対象：一般
参加費：無料

地球水循環研究センター
研究協力事務室
052-789-3459

1月11日(水)～
1月12日(木)

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」国際シンポジウム

場所：理学南館大講堂(坂田・平田ホール)
時間：13：00～18：00(1/11)、9：00～15:00(1/12)
テーマ：「脳の設計図を解く：Formation and Function of Brain
Networks: From Genes to Behavior」
参加費：無料

理学研究科
教授　小田洋一
052-789-2978

1月11日(水)
第18回名大カフェ
"Science, and Me"

場所：アルテーゴ ドゥ ショウズ(名古屋市中区錦3-5-4)
時間：19:00～20:30
講演題目：「地球外で生命は生まれるか？－宇宙が語る生命の起
源－」
講演者：小林憲正氏(横浜国立大学教授)
参加費：無料(会場にてドリンクの注文が必要)

社会貢献人材育成本部
サイエンスコミュニケーション
推進室
052-747-6527

1月12日(木)～
1月13日(金)

第24回(2011年度)
年代測定総合研究センター
シンポジウム

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：9：30～
講演題目：「名古屋大学が創案したCHIME年代測定」
講演者：鈴木和博(年代測定総合研究センター教授)
講演題目：「考古学における高精度年代測定とその展望」
講演者：今村峯雄氏(国立歴史民俗博物館名誉教授)
講演題目：「レバノン共和国所在のローマ時代壁画地下墓の修復」
講演者：西山要一氏(奈良大学教授)
参加費：無料

年代測定総合研究センター事務室
052-789-2579

1月12日(木)
名古屋大学豊田講堂「登録有形
文化財」への登録および「BELCA
賞受賞」記念式典

場所：豊田講堂
時間：13：30～15：30
講演題目：「西方への旅とその半世紀後」
講演者： 槇　文彦氏(株式会社槇総合計画事務所代表取締役)
対象：一般
参加費：無料

施設部施設企画課
052-789-2115



[第12回セミナー]
1月13日(金)
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：13：30～16：40
テーマ：「経済学系：－ものづくり企業のための生産管理と原価管
理－」
講演題目：「ものづくりと利益」
講演者： 木村彰吾(経済学研究科教授)
講演題目：「コストダウンのための工程・作業改善と業績評価法」
講演者：小沢　浩(経済学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

[第13回セミナー・第1回「知の拠点」重点研究プロジェクト若手セミ
ナー]
1月31日(火)
場所：野依記念学術交流会館
時間：13：30～17：00
対象：一般
参加費：無料

1月13日(金)
平成23年度
脳とこころの研究センター
オープンシンポジウム

場所：シンポジオンホール
時間：15：00～18：00
テーマ：「－脳研究：どこまで見えたか、わかったか－今治せるこ
と、これから治せること 」
講演題目：「脳は不思議がいっぱい！痛みと痒みの脳内認知機構
はどうなっているのか」
講演者： 柿木隆介氏(自然科学研究機構生理学研究所統合生理
研究系教授)
講演題目：「車の運転と脳－薬や加齢は脳を介して運転技能にど
のような影響を与えるか－」
講演者：尾崎紀夫(医学系研究科教授)
講演題目：「認知症：どう予防し､どう治すのか」
講演者：祖父江　元(医学系研究科長)
講演題目：「薬は脳のどこに効くのか」
講演者：須原哲也氏(放射線医学総合研究所分子イメージング研
究センタープログラムリーダー)
定員：200名(先着順)
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科
事務部総務課
052-744-2804

1月14日(土)、
1月21日(土)、
2月4日(土)、
2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：10：00～12：00
定員：15名

博物館事務室
052-789-5767

1月14日(土)、
1月28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
時間：13：00～16：00
定員：20名

博物館事務室
052-789-5767

1月14日（土）
～1月15日（日）

平成24年度
大学入試センター試験

場所：東山キャンパス他
学務部入試課
052-789-5765

1月14日(土)
ビジネス人材育成センター
平成23年度後期B人セミナー

場所：インキュベ－ション施設1階プレゼンテ－ションル－ム
時間：10：00～15：00
テ－マ：「医薬品・医療機器産業の近未来」、「プレゼンテ－ションス
キル研修」
対象：一般
参加費：無料

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センタ－
052-747-6490

1月16日(月)～
1月17日(火)

第2回「太陽活動と気候変動の関
係」に関する名古屋ワークショップ

場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～17：30(予定)(1/16)、10：00～16：30(予定)(1/17)
内容：温暖化の原因に関係して活発な論争が続いている太陽活動
の気候影響について、気候学、太陽物理学、古気候学などに関す
る世界の最前線の研究者を招いて学際的な議論を行う。
対象：一般
参加費：無料

太陽地球環境研究所
教授　草野完也
052-747-6337

1月18日(水)

文部科学省先端研究施設共用促
進事業連携シンポジウム
－復興と新生のための科学技術
支援と産学官連携促進－

場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～17：30
テーマ：「我が国の復興・新生に向けた科学技術支援と産学官連携
促進」
内容：6大学(名古屋大学、京都大学、大阪大学、東京理科大学、東
北大学、名古屋工業大学)による成果報告、講演、展示ブース
講演題目：「科学技術イノベーション政策の展開と研究開発プラット
フォームの形成について」
講演者：柿田恭良氏(文部科学省研究振興局基盤研究課長)
講演題目：「震災からの復興に向けて－長期展望に立った東北地
区の問題と産学連携」
講演者：庄子哲雄氏(東北大学卓越教授)
参加費：無料

超高圧電子顕微鏡施設
事務局
052-789-3632

1月13日(金)、
1月31日(火)

名古屋大学協力会
第12回、第13回セミナー
第1回「知の拠点」重点研究プロ
ジェクト若手セミナー

名古屋大学協力会事務局
052-744-1987



1月19日(木)～
1月20日(金)

文部科学省先端研究施設共用促
進事業国際シンポジウム
産業界における電子顕微鏡の役
割
－真の産学協同に向けて－

場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～18：00
内容：講演、ディスカッション、ポスターセッション
参加費：無料

超高圧電子顕微鏡施設
事務局
052-789-3632

場所：未定(名古屋市)
時間：14：00～16：00(予定)
講演題目：「作物遺伝資源(仮)」
講演者：西川芳昭(国際開発研究科教授)
講演題目：「植物を用いた環境浄化(仮)」
講演者：竹中千里(生命農学研究科教授)
対象：一般
参加費：無料

場所：未定(大府市)
時間：14：00～16：00(予定)
講演題目：「『環境』の問題と人間の『行動』との関係(仮)」
講演者：杉浦淳吉氏(愛知教育大学准教授)
講演題目：「再生エネルギーの課題(仮)」
講演者：安田公昭(環境学研究科寄附講座教授)
対象：一般
参加費：無料

1月25日(水)
第8回げんさいカフェ
－Gen Science Café－

場所：IB電子情報館南館1階IBカフェ
日時：18：00～19：30
講演題目：「東日本大震災の謎を地震学者と考える　その2」
講演者：水谷法美(工学研究科教授)
対象：一般
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

2月5日(日)

東海がんプロフェッショナル
養成プラン
医学部附属病院
平成23年度市民公開講座

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：14：00～16：00
テーマ：「ここまで進んだがん治療」
講演題目：「名古屋大学のがんプロフェッショナル」
講演者：満間綾子(医学系研究科特任助教)
講演題目：「緩和ケアチームの役割」
講演者：深谷陽子(医学部附属病院看護師)
講演題目：「最新のがん薬物療法」
講演者：下方智也(医学系研究科特任助教)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科
事務部学務課
052-744-1981

2月11日(土) 博物館体験ワ－クショップ

場所：博物館ピロティ－
時間：13：00～16：00
テーマ：「石器を顕微鏡でのぞいてみよう」
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

2月15日(水) 第14回名古屋ビジネスセミナー

場所：日本経済新聞社名古屋支社会議室(名古屋市中区)
時間：18：00～19：30
講演題目：「最近の財政・金融情勢について」
講演者：池田篤彦氏(東海財務局長)

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

2月18日(土)
博物館コンサート
「クラッシックコンサート」

場所：博物館展示室
時間：11：00～12：10
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767

2月25日(土)～
2月26日(日)、
3月12日(月)

平成24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25日(土)～
2月26日(日)

第4回地球教室
「鉱物をさがそう！」

場所：博物館(2/25)、蒲郡市生命の海科学館(2/26)
時間：14：00～16：30(2/25)、9：00～16：00(2/26)
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
参加も可)
参加費：1名あたり1,000円

博物館事務室
052-789-5767

3月4日(日)
平成23年度
がんを生き抜くライフトピア
スク－ル

場所：医学部保健学科東館4階大講義室
時間：13：30～16：30
内容：「明るく病気と向き合う」、「修了式」
参加費：2,000円(全4回)

医学部保健学科GP事務室
052-719-3158

1月24日(火)、
2月28日(火)

環境学研究科しんきん環境事業
イノベーション寄附講座
第2シリーズ第7回、第8回講演会

環境学研究科
052-747-6550
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