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2018 年 10 月 No. 1 
本通信のリニューアルにあたり渡辺理事よりご挨拶 

 

過去 10 年で名大コンソーシアム活動は大きく飛躍 
 

名古屋大学 理事・副総長 
コンソーシアム推進室長 

渡辺 芳人 
 
 

「AC21 通信」が「NUIC  -
Nagoya University International 
Consortia （名古屋大学国際コン

ソーシアム通信）」という長い名前

のニュースレターに衣替えしまし

た。AC21（Academic Consortium 
21）は、2002 年 6 月に本学で開催

された国際フォーラムをきっかけ

として組織され、これまで、本学

の国際的な大学間コンソーシアム

活動の中心となっていました。

2012 年には、日英 2 国間の学術交

流や共同研究の進展を目的に

RENKEI が創設されました。特長

的なのは、日英の大学が共同でセ

ミナーなどを企画する仕組みで、

参加する学生や若手研究者はそれ

ぞれの大学で開催されるセミナーに参加する事で、人的な交流、共同研究のきっかけ

を掴んでもらおうという試みです。このように複数のコンソーシアムに参加していま

すが、国際的な大学間学術コンソーシアム活動は、本学が本部機能を担っているAC21
を中心に行われてきました。 
  2015 年 10 月に本学の主催で開催された日瑞学長サミットにおいて、日瑞間の学

術交流の重要性が議論され、両国の主要大学によるコンソーシアムの設立に向けた動

きが始まりました。翌 2016 年に MIRAI Project のキックオフ会合が持たれ、本学は

日本側の幹事大学として参加し、2017 年から本格的な活動が始まっています。これ

に加えて、2017 年の後半には、環太平洋地域の大学で構成される APRU （Association 
of Public Rim Universities）への加盟が認められるなど、本学の国際的な大学間コンソー

シアム活動が大きく飛躍しています。 
  こうした動きを受けて、AC21 推進室もコンソーシアム推進室へと組織改編し、

新たな教員の参画を受けて、コンソーシアム活動の質的な転換が進もうとしていま

す。今後、それぞれのコンソーシアムの特徴を活かしながら、本学の学術活動がこれ

まで以上に国際化するための取り組みを充実していきたいと思います。皆様の積極的

な参画を御願いいたします。（原文日本語） 
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 AC21 International Forum 2018 が閉幕 

“Comprehensive Enhancement on the Innovation Capability among Universities and  
                                the Lead in Social Development” 

President of Jilin University; Academician of Chinese Academy of Engineering 
Li Yuanyuan 

 

As the founding member and the rotating 
presidency of AC21, Jilin University was 
much honored to hold the 9th AC21 Interna-
tional Forum which took place in Changchun, 
China from July 4th-7th, 2018. On behalf of 
Jilin University, I would like to sincerely 
thank all the representatives of AC21 mem-
ber universities and non-AC21 member uni-
versities who contributed to this year’s splen-
did and productive event!  

 
Over 100 representatives of 30 universities 

and educational institutions from 10 coun-
tries attended the International Forum. The 
forum theme focused on “University Innova-
tion and Social Development” were widely 
expressed, and excellent speeches with pre-
cious experiences on “Interdisciplinary Re-
search and International Cooperation”, “Re-
form in Higher Education and MOOCs” and 
“Innovation and Entrepreneurship” were 

shared accordingly by presidents, experts and 
scholars. It is quite delightful that since the 
establishment of AC21 in 2002, a good chan-
nel has been created among universities for 
the interaction and mutual understanding, 
and science & technology collaborative inno-
vations have been promoted through the fur-
ther international scientific research coopera-
tion. The new round of the science-technol-
ogy revolution and industrial transformation 
is reconstructing the global innovation do-
main, and the traditional modes of university 
education are facing unprecedented chal-
lenges. To achieve the connotative develop-
ment, open-up and cooperation, attracting ca-
pable personnel and boosting collaborative 
innovations are the only routes for all the uni-
versities.  

 
In the dramatic improvement of informati-

zation and globalization, under the ever-

changing world structure, the traditional 
model of higher education is under unprece-
dented challenges. As the biggest university 
in terms of the student population and a full 
range of disciplines in China, Jilin University 
would like to further discuss on how to con-
front the new challenges to higher education 
in the new era and would consolidate the co-
operation between universities and colleges 
and promote the advancement of human so-
cieties by virtue of this forum. How do we in-
novate thoughts on education, to reform the 
mode of higher education, and to develop 
world-class universities which meet the re-
quirements of the new era? Those questions 
have become key topics for all the universi-
ties in the world. 

 
The world has evolved into the competi-

tion of talents and innovation. The collabora-
tion between the science-technology and in-
novation has become the fundamental need 
for human progress. The global structure of 
higher education is changing nowadays. It 
has become widely realized among universi-
ties home and abroad that it is through open-
ing-up and cooperation, recruiting talents and 
professionals in all fields, and collaborating 
innovation with science and technology we 
can achieve the full potential for develop-
ment of higher education. 

 
Based on the fertile and productive activi-

ties derived from the AC21 network, we can 
speak up and learn from each other through 
exchanges. We can fully explore more effec-
tive resources, and promote bilateral and 
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multilateral cooperation, to cultivate interna-
tionalized and interdisciplinary talent needed 
for the new era, contribute to the progress of 
human civilization, and realize the original 
intention of AC21. 

 
In order to further adapt to a changing 

global landscape and technological develop-
ment, and meet new requirements for techno-
logical revolution and industrial reforms, and 
deeply integrate higher education with eco-
nomic, social, and industrial development, 
universities need to keep optimizing discipli-
nary structure, and taking the initiative to 
make an overall planning in line with the in-
ternational frontiers of technology and in an-
swer to the needs of major national strategies, 
through building first-rate disciplines and 
schools. 

 
Universities need to provide students with 

multi-disciplinary educational resources such 
as knowledge education, innovation and en-
trepreneurship, cultural experiences, social 
services and international cooperation, in or-
der to jointly create an open and international 
education environment, and jointly cultivate 

multi-disciplinary talent with a 
global perspective and feelings for 
his home country for the new area. 

 
Universities need to expand bi-

lateral and even multilateral coop-
eration networks, strengthen coor-
dinated talent training, and pro-
mote interdisciplinary coopera-
tion and scientific research. Uni-
versities need to promote the con-
struction of advantageous disciplines, and 
support the “Double First-Class Initiative” 
construction of JLU with AC21, so as to 
jointly cope with international and domestic 
competition and achieve comprehensive and 
coordinated development. 

 
In addition to the forum, AC21 16th Steer-

ing Committee Meeting and AC21 9th Gen-
eral Assembly were carried out accordingly, 
resulting in lively discussions on further de-
veloping the cooperation between member 
universities in the areas of teaching, research, 
and staff & student mobility. Moreover, Nan-
jing University was elected to host the Forum 
in 2021. 

 
Finally, Jilin University sincerely thanks 

the AC21 General Secretariat for supporting 
and co-funding the AC21 International Fo-
rum, 2018. Heartfelt thanks also go to all the 
speakers, moderators and participants in the 
event as well as the organizers and volunteers 
who have made concerted effort to this year’s 
forum. Wish a complete success for AC21 
3rd International Graduate School to be held 
in 2019 at Chemnitz University of Technol-
ogy, German and AC21 10th International 
Forum to be held in 2020 at Kasetsart Uni-
versity, Thailand! (原文英語) 
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NAFSA 2017 報告 
コンソーシアム推進室 
高井 次郎 
 
It’s become a NAFSA tradition for AC21 

members to gather together for a breakfast 
meeting during the conference, generously 
held by our good friends from Chemnitz Uni-
versity of Technology (TUC). As a matter of 
fact, 2018 marked the 10th anniversary of 
this important AC21 event, called the AC21 
Network Meeting.  

On May 29, 2018, delegates from eight 
AC21 universities were greeted by Wolfgang 
Lambrecht, with his usual, charming, smile. 
A total of 18 representatives gathered to-
gether from University of Freiburg, 
Chulalongkorn University, Jilin University, 
North Carolina State University, Canterbury 
University, University of Minnesota, and Na-
goya University, aside from our host, Chem-
nitz University of Technology. Like always, 
we started out by greeting each other over a 
delicious breakfast, which actually provided 
an excellent opportunity for us to connect. 
Some were new to AC21, but the veterans 
were quick to brief them on our raison d'être. 

The event was opened by Wolfgang, who 
was given the sole honor of planning and ex-
ecuting this year’s event. A presentation by 
myself titled, “The downward spiral: Japan’s 
higher education policy backfires” detailed 
some of the ill effects of massive and contin-
ued budget cuts toward universities in Japan. 
This was followed by Wolfgang’s presenta-

tion on the “AC21 network from the perspec-
tive of Chemnitz University of Technology,” 
which outlined the mission, and the activities 
that help to achieve this mission of our con-
sortium. Afterwards, a presentation by 
Aileen Liu of Jilin University previewing the 
features of what had subsequently become 
the highly successful AC21 International Fo-
rum 2018 had raised our intent to participate.  

The final item on the agenda was a work-
shop lead by Wolfgang to have attendees 
brainstorm about what AC21 needs to en-
hance our mission. This workshop was in-
credibly productive, generating new ideas on 

how we can facilitate our worth, and address-
ing current issues and problems which may 
impede us in achieving our goals. 

All in all, we spent a highly pleasurable 
morning getting to know each other, ex-
changing our ideas and opinions, and enjoy-
ing good company in a casual and comforta-
ble atmosphere. I would like to take this op-
portunity to thank Wolfgang Lambrecht for 
the wonderful job he had done in planning, 
organizing, and running this network meeting. 
Great job, Wolfgang! （原文英語）
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日瑞コンソーシアム MIRAI ワークショップ（ヨーテボリ大学）に参加して 
名古屋大学 未来材料・システム研究所   
片山 新太 

 
MIRAI ワークショップは、日本とスエーデ

ンの大学でコンソーシアムを形成し、人的

交流を通して国際共同研究などに発展さ

せることを目指して継続してひらかれてい

るものである。今回のワークショップは、昨

年のルント大学でのワークショップに続き、

第 2 回ワークショップとしてヨーテボリ大学

で 2018 年 6 月 7 日～9 日に開催された。

ワークショップのテーマは「持続性」で、今

回は”From source to sink – Human society 
and the flow of water（源から終わりまで－

人間社会と水の流れ）”という副題であった。

日本からは広島大学、東京工業大学、名

古屋大学、上智大学、スエーデンからは

ヨーテボリ大学、ルンド大学、ストックホル

ム大学、チャルマース工科大学、ウメア大

学、ウプサラ大学、リンショーピング大学の

参加があった。 
 
Goksoer 副学長の歓迎挨拶の後、Bae-

desjoe さん（ヨーテボリ大学の国際交流担

当）と De Wit 博士（今回のまとめ役）によ

る進行で、初日は、 ”Marine Ecosystem 
Service/Effect of human-caused environ-
mental change（海洋の妻帯系サービス/人
のおこす環境変化の影響）”、と”Water 
Treatment/membrane research（水処理 /膜
の研究）、2 日目は、“Water in human soci-
ety（人間社会における水）” に関して、参

加者からのショートプレゼンテーションとグ

ループ討論が行われ、最後に共同研究の

可能性について討論が行われた。1 日目

の夜には、ヨーテボリ大学 Wiberg 副学長

による木造船（昔ながらの作り方で作られ

た帆船で、現在でもボランティアを募って

航海している）の上での歓迎会が開かれ、

地元の料理とお酒を楽しませて頂いた。ま

た、3日目はオプションツアーで、ヨーテボリ

大学クリスチンバーグ海洋研究所を訪問し

た。非常にきれいな海の水が印象に残った。 
 
私は、今回初めて参加したが、スエーデ

ンの研究者はとても友好的で話をしやすく

楽しい時間を過ごすことができた。今後も

継続的にワークショップが開かれて、地道

な交流が共同研究などへ発展することを期

待している。（原文日本語） 

 
 

第 22 回 APRU Annual Presidents' Meeting 
〜Our Digital Future in a Divided World〜に参加 

コンソーシアム推進室 プロジェクトコーディネーター  
岩月 淳子 

 
6 月 24 日（日）〜26 日（火）に国立台

湾大学(NTU)で開催された APRU Annual 
Presidents' Meetingに、本学から松尾総長、

中東副理事、古田専門職員と岩月が参加

しました。2017 年に APRU に加盟した本

学にとって、今回の学長会議が初めての

出席となりました。世界 15 の国・地域よ

り、111 名が参加し、日本からは、東北大

学、慶應義塾大学、早稲田大学、大阪大

学も参加、また、Elsevier、Financial Times、
University World News などの出版・報道

関係者も含め、教育研究機関以外からも

多くの出席がありました。 
初日の Welcome Reception and Dinner で

は、APRU会長（UCLA学長）、およびNTU

学長の挨拶に続いて、新たにメンバーと

なった大学が紹介され、本学の松尾総長

も壇上で挨拶し、メンバー証を授与され

ました。 
翌 25 日には、開会式に引き続き、

Introductory Session、パネルディスカッ

ションが行われ、さらに APRU のビジョ

ン・戦略の紹介と最近の活動についての

報告がありました。また、グループディ

スカッションでは各大学の学長間で意見

交換が活発に行われました。 
最終日の 26 日には Presidential Forum

があり、松尾総長を含む 6 名のパネリス

トがそれぞれの大学での取り組みを紹介

し、議論が交わされました。これまで交

流のなかった大学とも新たな繋がりがで

きるなど、実りの多い会議となりました。

（原文日本語） 

Photo Courtesy of APRU International Secretariat 
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APRU Multi-Hazards Summer School 2018 参加報告 
報告 1 
名古屋大学 環境学研究科 
内山 琴絵 

 

 
連日猛暑のつづく名古屋を離れ，仙台で

過ごした 4 日間は，まるで外国にいるよう

だった．仙台の最高気温が 25 度程度で涼

しく，非常に過ごしやすかったことに加えて，

毎日英語でコミュニケーションをとることが

当たり前になっていたからだろう．1 日目は

講義の聴講、2 日目は津波被災地（石巻や

女川）への巡検、3 日目と 4 日目はグルー

プワーク中心で、DRR（災害リスク軽減）に

向けてどのような政策提案をするか、議論

した。サマースクールでの講義や議論はも

ちろん，食事や買い物など，海外からの参

加者と充実した時間を過ごした．こうした経

験から得た気づきが 2 点ある． 
1 点目は，自分の研究，大学，国につい

て客観的に見つめ直すきっかけになったこ

とである．お互いの紹介をするうちに、それ

ぞれの相違点がみつかり、視野が広がっ

た。研究している学問分野、国籍，背景の

異なる人が集まっても，共通の言語（英語）

や目標（災害リスク軽減）があるため，ひと

つになって議論が出来たのは興味深かっ

た．災害からの被害を軽減したいと願う気

持ちは，世界で共通していること，そのため

に協力して課題を解決する必要があること

を，改めて認識した．同時に，今後，自分

の研究を世界に位置づけ，世界に向けて

発信していく必要性を自覚した． 
2 点目の気づきは，海外の参加者は本

当によく質問し，自分の意見をはっきりと主

張していたことである．彼らの姿勢に非常

に刺激を受けた．大事なのは，英語の発音

や英語が通じるかどうかではなく，何を相

手の話から得ようとするか，何を自は伝え

たいか，ということだと思った．そのために

はもちろん，英語力は不可欠だが，それ以

上に自分が主体的に取り組めているかが

非常に重要だと感じた．最終日のグループ

ワークでは，グループの意見をまとめて代

表して発表することになったが，参加者が

注目して聴いてくれて，全体でも議論がで

きた．プログラムを終えて振り返ると，こうし

た経験が自信につながったと感じる．この

貴重な機会を与えてくださったことに，心か

ら感謝申し上げます．（原文日本語） 
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報告２ 
名古屋大学大学院 医学系研究科 

M M Aeorangajeb Al Hossain 
 

Sendai, a hallmark of “sending love in Dis-
aster Risk Reduction”- as mentioned by a re-
nowned Professor of Tohoku University at 
the welcome party of Association of Pacific 
Rim Universities (APRU) Multi-Hazards 
(MH) Summer School 2018. It was really an 
immense pleasure and wonderful opportunity 
to be selected for the programme during 24-
27 July at International Research Institute of 
Disaster Science (IRIDeS), Tohoku Univer-
sity from Nagoya University upholding its’ 
name and fame. 

Programme consisted with lectures from 
renowned professors of Disaster Research in 
Japan and abroad and extensive field visit to 
the disaster affected area of Great Japan 
Earthquake and Tsunami 2011 in Miyagi pre-
fecture especially Sendai area. Participants 
were professionals, government and non-
government officials and stakeholders from 
different countries and research students of 
different levels home and abroad with proved 
background on disaster risk reduction and/ or 
its different branches like disaster medicine. 
More than 70 participants from different 
country attended the summer school. Huge 
cross-cultural exchange and knowledge shar-
ing between the participants made the pro-
gramme more eventful and interactive. 

 “Great Tsunami”- the film developed by 
the IRIDeS and APRU team was competent 
enough to draw the attention of the partici-
pants toward the real scenario of the Great 
East Japan Earthquake and Tsunami 2011 at 
the first day. Welcome address and thought 
sharing by the President of Tohoku Univer-
sity and presentations by the renowned Pro-
fessors of IRIDeS made the days memorable. 
Day 3 and Day 4 went on the same way along 
with extensive group work and project 
presentation. We learnt a lot about Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030, other indicators to measure dis-
aster risks’, Japans’ effort to establish disaster 
medicine and its’ effective role in disaster 

management, Sustainable Development 
Goals (SDGs) and its relation with disaster 
risk reduction and so on.  

Day 2 was a full day trip to Tsunami af-
fected area. We could comprehensively learn 
about the role of the Okawa Elementary 
School administrator and teachers’ in evacu-
ating their children during the Tsunami. We 
wondered seeing the reconstruction process 
of Onagawa Town which could really be a 
model town for other inundated or disaster 
prone area. Ruins of Tsunami are preserved 
at Arahama Elementary School precisely, 
which can direct our vision to prepare our-
selves in taking appropriate action in future 
unwanted disasters. 

Overall, the APRU-IRIDeS Multi-Hazards 
Summer School is a great initiative by the or-
ganizers in developing interests of the re-
searchers and stakeholders in managing dis-
asters in country and abroad. I am thankful to 
the organizers of Tohoku University and ad-
mins of Nagoya University to bless me with 
this appreciative event. （原文英語）
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コンソーシアム推進室活動記録   （2017 年 5 月–2017 年 10 月） 

 
イベント・カレンダー 
 

 

コンソーシアム 年 月日 イベント・活動 場所 

AC21 2018 7/4-7 第 9 回 AC21 国際フォーラム 吉林大学（中国） 

  第 16 回 AC21 運営委員会 吉林大学（中国） 

  第 9 回 AC21 総会 吉林大学（中国） 

MIRAI 2018 7/25 

8/24 

9/4 

第 7 回実行委員会 

第 8 回実行委員会 

第 9 回実行委員会 

名古屋大学 

名古屋大学 

名古屋大学 

APRU 2018 6/12 

6/2-426 

7/24-27 

第 15 回 APRU 日本側加盟大学連絡会 

APRU Annual Presidents' Meeting 

APRU Multi-Hazards Summer School 2018 

慶應義塾大学 

国立台湾大学（台湾） 

東北大学 

コンソーシアム 年 月日 イベント・活動 場所 

AC21 2020 

2021 

TBA 第 10 回国際フォーラム カセサート大学（タイ） 

TBA 第 7 回学生世界フォーラム 南京大学（中国） 

MIRAI 2018 10/9-12 MIRAI セミナー2018 スウェーデン大使館、東京大学、早稲田大

学、東京工業大学、上智大学 

APRU 2018 10/17-19 4th APRU Vice Presidents for Research Meeting 2018 カルフォルニア大学サンディエゴ校（米国） 

RENKEI 2018 11/26 Annual Steering Committee 九州大学 

 11/28 RENKEI Conference ブリティッシュカウンシル（東京） 

 11/29-30 Researcher Networking Event ベルサール九段（東京） 
 

 

コンソーシアム推進室 メンバー 
 
摘要 氏名 所属等 担当 摘要 氏名 所属等 担当 

室長 渡辺 芳人 理事・副総長 全担当 室員 菱川 明栄 物質科学国際研究センター教授 MIRAI 

副室長 高井 次郎 教育発達科学研究科 教授 APRU 室員 アレクシッチ 

ブランコ 
医学系研究科 特任准教授 

MIRAI 

副室長 岩城 奈巳 
国際機構 国際教育交流センター 

教授 
AC21 室員 粕谷 英樹 医学系研究科 教授 

MIRAI 

プロジェクト 

コーディネー

ター 
岩月 淳子 

国際機構国際連携企画センター国

際連携部門学術専門職 
全担当 室員 張 紹良 工学研究科 教授 

AC21 

室員 加藤 久美子 人文学研究科 教授 AC21 室員 村瀬 潤 生命農学研究科 准教授 AC21 

室員 ﾍｲｸﾞ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 人文学研究科 教授 RENKEI 室員 野村 康  環境学研究科 教授 RENKEI 

室員 柳原 光芳 経済学研究科 教授 AC21 室員 佐々木 康 
総合保健体育科学センター 教

授 

MIRAI 

室員 岡本 祐幸  理学研究科 教授 RENKEI 室員 中島 英博  高等教育研究センター准教授 RENKEI 

室員 清水 裕彦 理学研究科 教授 MIRAI     
 

 
 
2018 年 10 月 
編集・発行 名古屋大学コンソーシアム推進室 
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 
 
TEL 052-788-6122 
e-mail office@ac21.org 
URL  http://www.ac21.org 

名古屋大学国際コンソーシアム通信 No.1 

http://www.ac21.org/

	本通信のリニューアルにあたり渡辺理事よりご挨拶
	過去10年で名大コンソーシアム活動は大きく飛躍

	AC21 International Forum 2018 が閉幕
	“Comprehensive Enhancement on the Innovation Capability among Universities and 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the Lead in Social Development”

	NAFSA 2017 報告
	日瑞コンソーシアムMIRAIワークショップ（ヨーテボリ大学）に参加して
	名古屋大学　未来材料・システム研究所
	片山　新太

	第22回APRU Annual Presidents' Meeting
	〜Our Digital Future in a Divided World〜に参加
	APRU Multi-Hazards Summer School 2018 参加報告
	報告1
	名古屋大学　環境学研究科

	報告２
	名古屋大学大学院　医学系研究科

