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　名古屋大学の役職員はじめ構成員の皆様、学内外の関係者の皆様、新年明けましておめでとうございます。
皆様それぞれ新年での発展を期して、良いお年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　一昨年４月の法人化以来、大学を取り巻く環境は大きく変わり、激動の中で法人化されて２年目の新年を
迎えております。この間の構成員の皆様のご理解とご協力に、また、学外の皆様の温かいご支援に厚く御礼
申し上げます。ご存知のように、国家予算の緊縮化のために大学運営はますます厳しくなってきております。
大学は厳しい環境にありますが、しかし、名古屋大学がめざす「優れた研究の創造と将来を担う豊かな人間
性を持つ勇気ある知識人の育成を通して社会に貢献する」という使命は不変であります。すなわち、研究重
点大学として世界最高水準の学術研究を推進するとともに、将来を担う勇気ある知識人の育成を図ることが
本学に課せられた使命であると心得ます。大学運営は、その基盤の上に成り立つものであり、さらにその基
盤を強固にするものでなければなりません。私たちは、人間性と科学の調和的発展をめざした質の高い教育・
研究を通して社会に貢献し、安心・安全な社会の構築に努めなければなりません。

　このためには、構成員が危機感を持って、一丸となって、大学が使命とする教育・研究に努力しなければ
なりません。基盤となる運営費交付金の確保に努めることは当然でありますが、同時に競争的資金を含めた
外部資金の獲得によって、教育・研究環境の充実に努めなければなりません。本年は、大学の基盤づくりを
いっそう推進させる重要な年であります。皆様のご協力、ご支援をお願い申し上げます。
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総長　平野　眞一



　ここでは、年頭に当たり、本学関連の主な出来事を振り返り、今後の大学
運営の基本姿勢を述べさせていただきます。　
　本年度は、皆様のご協力をいただいて、特に、法人化にともなって対応し
なければならない膨大な学内規則の制定・改定を行うとともに、教育・研究
の充実のための学内組織の整備、厳しい中での施設の整備等に加えて、学術
交流のさらなる展開に努めてきました。
○一昨年発足させたエコトピア科学研究機構は、昨年４月に学内措置ではあ
りますが研究所に改組して活動しております。その設置の趣旨、活動が認
められ、本年４月には名古屋大学附置研究所になることが決定しました。
持続可能な社会の構築に向けて、全学の英知を結集する研究組織として発
展することを期待しております。
○新たに、国際企画室、広報室、リスク管理室を設置して全学的な対応に務め、
さらに大学運営上の横断的な課題等の解決に向けた企画・立案・調整に関
する業務を行うための総合企画室を設置することにしました。また、国際
的な観点から大学の教育・研究活動にアドバイスをいただく組織として、
インターナショナルアドバイザリーボードを設置しました。今年の２月６、
７日に委員会を開催し、本年度は高等研究院の活動について諮問を受ける
ことにしております。
○21世紀 COEプログラムについては、新聞報道のとおり一件を返上して学
内において責任を持ってプロジェクトを展開することとなりましたが、そ
れを除けば他の13件の世界的拠点プロジェクトは精力的に活動しており、
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名古屋大学インターナショナルアドバイザリーボード委員

赤 　勇 博士
(AKASAKI, Isamu)

名城大学教授、名古屋大学特別教授 半導体工学・電子材料学、文化功労者

イグナロ　ルイス　ジェイ 博士
(IGNARRO，Louis J) 

UCLA 教授、名古屋大学名誉博士 薬理学、ノーベル医学・生理学賞受賞

池端　雪浦 博士
(IKEHATA，Setsuho)

東京外国語大学長 歴史学、アジア政経学会理事、
Association for Asian Studies 会員

李遠哲 博士
(LEE，Yuan Tseh)

台湾中央研究院院長、名古屋大学名誉博士 化学、ノーベル化学賞受賞

野依　良治 博士
(NOYORI，Ryoji) 

理化学研究所理事長、名古屋大学特別教授 化学、ノーベル化学賞受賞

ロルフ シュトルナー 博士
(STURNER，Rolf) 

フライブルク大学教授、ハーバードロースクール客員教授 民事訴訟法、前ドイツ民事訴訟法学会会長

ミシェル ザンク 博士
(ZINK，Michel)

コレージュ・ド・フランス副学長 文学、フランス学士院会員、国際学士院連盟フランス代表

 



成果を挙げております。
○教育面におきましては、「魅力ある大学院教育」イニシアティブプログラ
ムには、４件が採択され、活動を開始しております。

○国際交流に関しては、現在、192の外国の大学・機関等と大学間協定又は
部局間協定を結び交流を図るとともに、71カ国から、1,225名の留学生を
受け入れています。また、昨年11月11日には、上海に海外初となる名古屋
大学上海事務所を設置し、中国との交流を更に進めることとしております。
同日開催したフォーラムには、21世紀 COEプログラムの成果を中心に発
表を行いましたが、非常に盛会であり、本学の学術活動は高く評価されま
した。また、文部科学省の公募によるアジア研究教育戦略拠点に全国で選
考された６件中、本学が２件選ばれたことは、アジアの大学・研究機関と
の日ごろの研究・教育活動の顕れであり、関係者の努力に敬意を表したい
と思います。なお、国際学術コンソーシアム21（AC21）は、常に本学がヘッ
ドクオーターとして拠点となり、ベンチマーキング、学生世界フォーラム
の開催などを通して活動しております。次回の全体会議は、本年夏にイギ
リス・ウォリック大学で開催いたします。

　　各部局においても、積極的に国際学術交流を推進しております。たとえ
ば、法学研究科における海外での日本法教育研究センター（ウズベキスタ
ン）及びビジネス訴訟研究所（ドイツ）の設置、理学研究科におけるドイ
ツ・ミュンスター大学との連携など高く評価されております。
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名古屋大学上海事務所
所在地　 上海市徐 区淮海西路55号 

申通信息広場27階 D座
（Sun Tong Infoport Plaza 27D, 
55 Huaihai West Road, Shanghai）

平成17年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ採択一覧

研究科名 専攻名 教育プログラムの名称 申請分野
取組実施担当者（責任者）

職　名 氏　名

大学院教育発達科学研究科 心理発達科学専攻 チーム参加型プログラムによる教育の体系化 人社系 教授 吉田　俊和

大学院法学研究科 総合法政専攻
発信型研究者養成を目指す法学・政治学教育
（知の多層的ネットワークの活用）

人社系 教授（専攻長） 石井　三記

大学院国際開発研究科
国際開発専攻・
国際協力専攻

国際開発分野における自立的研究能力の育成
（フィールドワーク能力強化を中心に）

人社系 教授（専攻長） 廣里　恭史

大学院生命農学研究科 生命技術科学専攻 官学連携による生命技術科学教育の推進 理工農系 教授（専攻長） 柘植　尚志

名古屋大学上海事務所

名古屋大学国際学術フォーラム

平成17年度アジア研究教育拠点事業

課題名 部局名 コーディネータ

アジア法整備支援のための実務・研究融合型
比較法研究拠点

大学院法学研究科 市橋　克哉 法学研究科教授

アジアの最先端有機化学 大学院生命農学研究科 磯部　稔 生命農学研究科教授



○産学連携活動は、特許に係る不実施補償において企業との共同研究契約が
遅れた等の問題はありましたが、着実に進展しておりますし、社会連携・
貢献事業も積極的に推進しております。関連いたしまして、昨年10月23日
には名古屋大学ホームカミングデイを実施し、約2,000名の同窓生、学生
の家族、近隣の住民の方々にご参加いただきました。関係者の方々に、本
学に訪れていただき、活動を理解していただく機会を今後とも続けます。
また、１月24日（火）には、全学同窓会関東支部の協力も得て、東京フォー
ラムを開催します。附属図書館の市民への開放も周知のこととなり、博物
館も活発に企画展を開催しております。市民を含めた地域の方々に、キャ
ンパスを訪れていただき、開かれた大学として、また、地域の大学として
慕われる大学を創っていきたいと考えております。
○建物関係といたしましては、附属病院の中央診療棟が竣工し、現在移転作
業を進めております。その他、赤﨑記念研究館及び学内保育所（こすもす
保育園）の建設、医学部保健学科校舎の改築、並びに工学部３号館の改修
及び名古屋大学生活協同組合の支援も受け理科系食堂（FOREST、フォ
レスト）の改築を進めているところであります。その他、博物館の野外観
察園（体育館東及び南側）に遊歩道を整備し、総合運動場を人工芝化して
活用しやすくしました。豊田講堂につきましては、今後改修することとし
て準備を進めております。予算に関しましては厳しい状況でありますが、
総合研究棟（理学部 B館）及び全学教育棟（Ⅰ期）の耐震化対策を含め
た改修が、補正予算において認められました。併せて、超高圧電子顕微鏡
連携ステーションの設立も認められました。
○全学同窓会とは強く連携して活動しております。ちなみに全学同窓会支部
としては、国内では、既に関東支部、遠州会、関西支部が設置されており
ます。国外では、昨年５月5日に韓国支部が、10月23日にバングラデシュ
支部が、11月11日に上海支部が、12月14日にタイ国支部が設立されました。

　さらに、愛知万博「愛・地球博」に関連した活動についてご報告します。
ご存知のように、この万博は「自然の叡智」をテーマとして昨年３月から９
月にかけて開催されました。21世紀で求められている人と自然との調和的発
展を目指した教育・研究の一環として、万博の開催期に、本学では万博記念
国際フォーラムと８つのサテライトシンポジウムを開催しました。海外を含
めた学内外の多くの方々に参加いただいての討議は、持続可能な社会の構築
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名古屋大学ホームカミングデイ

医学部附属病院　新中央診療棟

人工芝化された東山総合運動場

上海名古屋大学同窓会（上海支部）設立総会

 



に向けた意識の共有と今後の教育・研究の進展に大いに役立つものと考えて
います。また、同時期にAC21が主催したAC21学生世界フォーラム2005では、
各国から本学に集まった学生の熱心な議論をもとに、環境に関する学生宣言
が出されました。学生たちの意識の高さや熱意に感銘を受けました。

　本学は今後とも、歴史と社会に責任を負い、多様な競争力ある「知の拠点」
をより強固に構築するために、人的、財的資源を最適配置するよう経営努力
していきます。文部科学省は、運営費交付金の継続的漸減の方針を提示して
いますので、厳しい運営が迫られていますが、全構成員の英知を結集してこ
れに対処したいと思います。中期目標・中期計画に掲げられているように、
①大学の使命である創造型教育と研究の弛みない創造的な活動を通じて、勇
気ある知識人を育むとともに世界屈指の知的成果をあげること、②そのこと
により社会、地域へ貢献すること、③健全な財務運営がなされ、かつ全構成
員が自信を持ってその能力を発揮できるように職場環境を整えること、が必
要であります。それには構成員の不断の努力と意識改革が必要であります。
厳しい状況の中で自主的・自律的に大学を運営するために、教育・研究に加
えて、④財務を含む大学経営機能を強化した組織運営体制を築き上げること
が当面の目標であります。

　今後の大学の経営力は競争的資金、外部資金の獲得能力にも依存しますの
で、構成員にはその獲得にも努力していただきたい。また、学生への支援を
含めた本学の教育・研究環境の更なる充実のために、名古屋大学基金制度の
設立準備を進めております。皆様のご支援をお願い申し上げます。学内的に
は、中核的な研究拠点に加え、将来の芽となる分野や基礎学問分野を十分に
尊重し、学術の発展に貢献できるように努めます。

　「学」は humanity そのものであり、文系・理系の力強い連携のもとに大
学一体となって発展することが肝要であります。今後、構成員の皆様、学内
外の関係者の皆様のご理解、ご協力を得て、質の高い教育・研究を通して社
会に貢献できる大学として発展するように最大限の努力をいたします。世界
に冠たる大学を目指して前進することを所信として、年頭の挨拶とさせてい
ただきます。
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名古屋大学万博記念国際フォーラム

AC21学生世界フォーラム2005
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