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名大トピックスは平成５年２月に、従来から発行されていた官報的性格を持つ広報誌「学報」より

もニュース性に重点を置き、大学をめぐる新しい情勢や動向を本学の構成員および名誉教授等によ

り迅速に、より的確に伝達し、共通の問題認識を持ってもらうことを主たる目的として創刊されました。

これまでは、上述のように学内の構成員及び名誉教授等向けに発行され、大学としての方向性や

学内のいろいろな行事・問題等を掲載し、当初の目的である構成員等へのより迅速に、より的確に伝

達する役割を果たしてきました。

しかし、近年大学は、国立大学の法人格取得が検討され、連日マスコミ等により大学に関する報

道が行われております。これは、明治５年の太政官による「学制布告」、第２次大戦敗戦後の新制大

学発足につぐ第３の大改変であり、国立大学は大波の渦中であると言って過言ではありません。こ

のような状況の中で、従来のように大学の構成員のみが、大学の情報や動向を知っているということ

は、大学の発展に不可欠なユーザーである学生、企業および広く国民の皆様の理解を得ることがで

きず、今後の大学のアカウンタビリティ（説明責任）を果たしていると言えません。また大学に対する

国民の支援も望めません。

特に、本学は、我が国の主要大学として基礎研究の分野では世界的な業績を挙げ、自然および社会科学の分野では国際教育協

力等で国際的な活動を推進すると同時に、広い視野と高い教養を持ち社会の進歩に役立つ人材の育成に努めてきました。だが、この

ことは大学の構成員が思うほど社会に知られておらず、このことが大学に対する社会の認識を浅くしています。

このような現状だからこそ、大学の広報の重要性は増すばかりであり、本学もホームページに代表される電子情報や広報プラザ等

の広報活動を強めておりますが、名大トピックスも従来の官報的かつ新聞的な記事だけで

はなく、本学の代表的研究情報や社会との関係記事を掲載するなど社会への情報発信の

冊子としての性格に変わりつつあり、さらに学内構成員以外の本学の同窓会や企業等にも

送付を開始し、情報発信としての機能を強めつつあります。

この内容をますます充実させ、１００号発刊を期して、名大トピックスがより一層社会との

連携を深める手段としての情報発信を行うよう努力したいと考えています。

総　長　松　尾　　　稔
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本学では、全学的研究支援事業の一環として、科学

研究費補助金関係事務の一括処理を行い、事務の一元

化・省力化を図ることを目的として、「研究協力支援

センター」を設置し、１０月２日に看板の上掲式を行い

ました。同センターは、研究協力課職員及び各部局の

担当者により構成され、競争的資金による間接経費を

活用して事務処理を行うこととしています。

同センターでは、パソコンの設置やホームページを

充実することにより、研究者から直接メールにより研

究計画調書の受け付けを行うとともに、チェック体制

の強化を図るなど、今後科学研究費補助金をはじめと

する競争的研究資金の獲得に向けて、全学を挙げて取

り組むこととしています。

研究協力支援センターの上掲式を挙行

▲担当者からの説明を受ける松尾総長 ▲上掲式後の懇談会

▲左から奥野副総長、小池事務局長、松尾総長、伊藤副総長
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医学研究科では９月２６日、鶴舞地区に完成した医学

部・医学研究科医系研究棟１号館の竣工記念行事を開

催しました。

この建物は、平成１１年９月に着工したもので、鉄骨

造及び鉄筋コンクリート造地下２階、地上１３階、延べ

床面積約２０，０００�で、鶴舞キャンパスにおける医学研

究科の建築物としては１５年ぶりの新築工事で、竣工時

の関係者の喜びもひとしおでした。

鶴友会館で行われた竣工記念式典では、勝又　医学研

究科長の式辞、伊藤副総長のあいさつの後、小田島章　

文部科学省大臣官房施設部長（相川洋光　名古屋工事事

務所副所長が代読）、飯島宗一　名誉教授（本学元学長）

らの来賓から祝辞が述べられました。

その後、会場を医系研究棟１号館に移して竣工記念

祝賀会が開催されました。二村　医学部附属病院長のあ

いさつに続き、加藤延夫　愛知医科大学長（元本学総長、

名誉教授）らの来賓から祝辞が述べられました。来賓

の多くは医学部のOB関係者で、永年の夢が実現した

思いを喜び一杯に語られ、今後の教育研究活動の発展

を熱望されました。

医系研究棟１号館竣工記念行事が行われる

▲勝又研究科長による式辞
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アジア法整備支援－体制移行国に対する法整備支援のパラダイム構築－
鮎　京　正　訓　

文部科学省科学研究費補助金特定領域研究（B）「アジ

ア法整備支援－体制移行国に対する法整備支援のパラダ

イム構築」が、この１０月から５年間の予定で行なわれること

になりました。

近年、日本政府はベトナム、カンボジア、ラオス、ウズベキ

スタンなどのアジア諸国に対する「法整備支援」を開始いた

しました。これらの諸国は、社会主義体制から市場経済体

制に急速に移行しつつありますが、体制移行に伴う法制度

の整備や政治的民主化を差し迫った課題とし、そのために

外国、とりわけ日本の知的・人的支援を求めています。日本

は、明治維新以降、ヨーロッパ諸国の法制度を受け入れ、ま

た第２次世界大戦後はとくにアメリカ合衆国の法制度を摂

取しながら自国の法を形づくってきた経験をもっています。し

たがって、これら日本の経験をいかしながら、体制移行国に

対する法整備支援が法務省、JICAなどによって現在精力

的に行なわれています。たとえば、カンボジアでは民法、民

事訴訟法などの基本的な法典が完備していないために、カ

ンボジア司法省とともに日本の多くの法学研究者がそれら

の法典の起草作業に協力しています。

もちろん、法整備支援という事業は、日本だけではなく諸

外国の援助機関、国際援助機関も多彩に行なっております。

どちらかといえば、日本はこの分野の援助においては後発

国といえます。したがって、法整備支援に関する理論構築も

開始されたばかりです。

ところで、本学大学院法学研究科は、１０年前からアジア

諸国の法と政治研究の重要性に鑑み「アジア・太平洋地域

法政教育事業基金」に基づく研究事業（略称APプロジェ

クト）に取り組んでまいりました。そして、北アジア、東アジア、

東南アジア、中央アジア諸国の大学・研究所、司法省、最

高裁判所、最高検察庁などとの研究・教育交流に力を注ぎ、

人的・組織的ネットワークを形成してまいりました。そして、昨

年度には、アジア法政情報交流センターを学部内措置とし

て立ち上げ、今春、法学研究科の前に建物が落成いたしま

した。

▲アジア法整備支援－体制移行国に対する法整備支援のパラダイム構築－概念図
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あいきょう　まさのり

昭和２５年、愛知県木曽川町生

れ。慶応義塾大学法学部卒業。

早稲田大学大学院法学研究科

博士課程修了。名古屋大学法

学部助手、講師、岡山大学教

養部助教授、名古屋大学大学

院国際開発研究科教授を経て、

平成１２年４月より名古屋大学

大学院法学研究科教授。専攻はベトナム法・アジア法。

博士（法学）。JICA（国際協力事業団）ベトナム法整

備支援国内委員会委員、日本学術会議研究連絡委員会

委員。文部科学省科学研究費補助金特定領域研究（B）

「アジア法整備支援－体制移行国に対する法整備支援

のパラダイム構築」の領域代表者。

このようなAPプロジェクトの研究成果に依拠しながら、今

回のプロジェクトでは「法整備支援」というこれまでの日本の

学界においてはほとんど議論されてこなかった現象を扱うわ

けですが、さまざまな困難もあります。今回の「同時多発テロ

事件」にかかわってにわかにクローズアップされはじめた、ウ

ズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタンなど中央

アジア諸国が、一方のインドシナ諸国とならんで主要な研究

対象国となっていますので、派遣される研究者の身体の安

全という問題が新たに浮上してまいりました。この点では、事

態の進展を見極めながら慎重な対応が必要であると考え

ています。

さて、私たちの研究は、以下の３点を目標とし、その成果

の上に「法整備支援」のパラダイム構築を目的としています。

第１に、アジアの体制移行国における法整備を、市場経

済のグローバリゼーションという時代状況のなかでとらえ、

WTO論を含む国際政治経済論、社会主義の遺制の問題

を含む「法の継受」論を考察し、さらに、体制移行国の法と

政治の歴史理論、とりわけ固有法あるいはイスラム法の存在

を含む「伝統と近代」をめぐる諸問題を解明します。

第２に、アジアの体制移行国の法整備、司法制度改革、

法曹養成、法学教育の現状と課題を解明します。

第３に、法整備支援に対する評価を行政学的観点から

検討し、その手法の開発を試み、また法情報学の分野から

情報の集積や発信のシステムおよび人的ネットワークの構

築手法を研究します。

これらの作業を通じて、アジア諸地域の法・政治状況に

精通した若い世代の研究者を育成することがもっとも重要

であると、私は考えています。

▲研究組織図
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本学では、平成１２年度４月から「一般廃棄物（ごみ）

の全学一元化回収・処理」を実施し、可燃ごみ、不燃

ごみ、資源ごみ（かん、びん、ペットボトル、発泡ス

チロール）について分別回収の実績を挙げています。

さらに、同年１０月からは「古紙・紙ごみの再資源化シ

ステム」がスタートし、紙ごみ回収用の「古紙回収専

用袋（再生紙１００％使用）」が学内構成員に配布され、

紙ごみの再資源化が進められています。その結果、本

学では、平成１２年度１年間で、前年度に比べて可燃ご

みが１３％、不燃ごみが４７％減少し、一般廃棄物（ごみ）

全体で２９％の減量化が達成されました。また、古紙・

紙ごみも１０月からの半年間で８５トンが回収・処理され

て、トイレットペーパーとして再生され、学内で使用

されています。

本年１０月１日から新たに実施される「古紙・紙ごみ

全学一元化回収・処理」システムは、これまでの古

紙・紙ごみ再資源化システムをさらに一歩進め、全て

の古紙・紙ごみについて全学一元化回収を行い、再資

源化を図るものです。「コピー用紙（再生紙）」、「機密

書類」、「紙ごみ（古紙回収専用袋）」を『学内リサイ

クル古紙』として毎週指定日に回収し、学内の古紙中

間処理施設でシュレッダー処理を行った後、これを原

料として名古屋大学学章入りトイレットペーパーを製

造して学内で使用します。また、「新聞紙」、「広告・

ちらし類」、「コンピュータ用紙」、「段ボール類」、「雑誌・

書籍類」は『資源古紙』として、毎月第２、４金曜日

（工学部は当面の間毎週金曜日）に古紙回収業者が回

収します。

新システムの実施に当たって、９月２６日にシンポジ

オンホールで開催された説明会には、教官、技官、事

務官、学生等２１５名が参加しました。説明会では、は

じめに原口　工学研究科教授（廃棄物等専門委員会委員

長、廃棄物処理施設長）から、大学における環境管理

と廃棄物処理に関して社会的な状況を踏まえて説明が

行われました。続いて、平成１２年度の一般廃棄物（ご

み）の分別回収・処理実績についての報告、さらに学

内リサイクル古紙の回収・処理システムと古紙・紙ご

みの分類、回収方法、集積場及びスケジュールについ

て、具体的な説明がありました。

今回の全学一元化回収・処理によって、本学から排

出される約３００トンの古紙・紙ごみが、学内リサイク

ル古紙および資源古紙としてトイレットペーパーや再

生紙に資源化処理されます。古紙資源化計画への学内

の皆様の協力を心より期待します！

「古紙・紙ごみ全学一元化回収・処理」に関する
全学説明会を開催
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第５回および第６回廃棄物処理取扱者講習会が、廃

棄物処理施設の主催により、９月５日、１２日、シンポ

ジオンホールにおいて本学の教官、技官及び大学院生

を対象に開催されました。これは、本学における実験

系廃棄物の回収・処理に関する講習会で、実験系廃棄

物の適正な保管・回収・処理を行なうための中核的指

導者を育成することを目的に開催されているものです。

平成１０年度以降これまでに５６２名の廃棄物処理取扱者

を認定してきました。今回の新規受講者を対象とした

第５回講習会には１４８名が受講し、取得後３年以上経過

した取扱者を対象とした第６回講習会には１６４名が更

新のために受講しました。

講習会では、はじめに原口　廃棄物処理施設長から

「名古屋大学における廃棄物処理の方針と環境管理の

あり方」として、大学が事業所として社会的責任を果

たすことの重要性について、廃棄物や排水、化学物質

の管理に関する法律や社会的動向を含めた説明があり

ました。特に、「事業者責任」、「排出者責任」、「減量

化とリサイクル」、「化学物質の適正管理」、「労働安全

の確保」が大学において教育研究を行なう上でのもっ

とも基本的な原則であることが強調されました。引き

続き、実験系廃棄物の適正な取り扱いについて、千葉　

廃棄物処理施設助教授、浅井　同助手、藤森　同助手の

３教官から具体的な説明があり、受講者との質疑応答

が行なわれました。また、講習終了後には参加者に廃

棄物処理取扱者認定書（バッチ）が手渡されました。

なお、９月１２日現在の認定者は６４４名／３４８講座となっ

ています。

適正な廃棄物処理と化学物質管理は、教育研究活動

を行なう大学における環境教育、環境倫理、環境保全、

基盤整備の上からも重要なことであり、「大学を取り巻

く社会状況と大学の社会的責任を認識する絶好の機会

となった」との声が受講者から聞かれました。

第５回・第６回廃棄物処理取扱者
講習会が開催される

▲原口廃棄物処理施設長による説明
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９月２５日、「大学院法学研究科、理学研究科及び工

学研究科留学生特別コース学位記授与式」が、総長、

副総長、事務局長、法学研究科長、理学研究科長及び

工学研究科長代理（平野評議員）の列席のもと、豊田

講堂第１会議室において開催されました。

授与式では、修了者のうち、法学研究科の４名及び

理学研究科の４名にはそれぞれ修士の学位記が、工学

研究科の５名には博士の学位記が、松尾総長から一人

一人に授与されました。引き続き松尾総長から、本学

での課程を無事修了されたことへのお祝いの言葉と、

本学で学んだ知識や技術をさらに研鑽し、母国のみな

らず、世界の発展のため力を発揮されることを希望す

る旨のはなむけの言葉が贈られました。これを受けて、

修了生を代表して法学研究科のコン・ポリャックさん

（カンボジア）が、日本での研究生活、指導教官や学

生との交流など留学中のエピソードを交えた謝辞を日

本語で述べました。

閉会後には、陪席の指導教官や留学生の家族を交え

ての記念撮影を行うなど、厳粛な中にも和やかな雰囲

気の式となりました。

大学院留学生特別コース学位記授与式を挙行

▲総長から学位記を授与されるDilum Dissanayakeさん
（工学研究科）

▲総長のことばに聴き入る留学生ら



１１

文学研究科は、９月２８日、外部評価ピア・レビュー

委員会を開催しました。

今回の外部評価は、過去に２回（平成７年１２月、平

成１０年１月）実施した研究科全体を対象とした外部評

価とは違い、１８研究室のうち６研究室（言語学、イン

ド文化学、西洋史学、美学美術史学、日本文学、英米

文学）を対象として、各分野の専門家６名の評価委員

により、実施されました。

開催に当たり、本研究科の現状について充分に認識

してもらうため、各研究室が作成した「研究室の現況

と展望」及びそれに関連する資料を事前に各評価委員

に配布しました。

当日は、評価委員による各研究室の視察及び学部学

生、大学院学生へのインタビューが行われ、種々意見

交換を行った後、会場をルブラ王山に移して全体会議

が行われました。全体として教育・研究については高

い評価を受け、施設については狭隘化問題が多く指摘

されました。

さらに、各研究室のスタッフからは、現状の見直し、

今後の研究室としてどうあるべきか等の発言があり、

また、法人格の取得に向けて、文学研究科のあるべき

姿についても、活発な質疑応答が行われました。

なお、今回の評価については、報告書としてまとめ

公表する予定です。

文学研究科外部評価ピア・レビュー委員

秋山　　虔　東京大学名誉教授

　　　　　　・日本学士院会員（委員長）

風間喜代三　東京大学名誉教授（副委員長）

斎藤　　明　東京大学大学院人文社会系研究科教授

河野　元昭　東京大学大学院人文社会系研究科教授

川北　　稔　大阪大学大学院文学研究科教授

玉井　　�　大阪大学大学院文学研究科教授

文学研究科外部評価ピア・レビュー委員会を開催

▲外部評価ピア・レビュー委員



１２

６月８日に発生した大阪教育大学附属池田小学校の

事件以来、学校における安全管理が求められる中で、

本学教育学部附属学校でも、警備員の配置のほか、防

犯監視システムの設置（防犯カメラの設置、緊急連絡

用のインターホン設置、防犯ベルの常備）、囲障の補

強（グランド西側の囲障補強、防球ネット更新、高校

棟北側渡り廊下の遮蔽板設置）等、総額２，２００万余円

の経費をかけ施設の整備、補強工事を進めてきました

が、このたびすべて完了しました。

同校では、不審者侵入を想定した避難訓練をはじめ、

生徒の登下校時の緊急避難の家として「子ども１１０番の

家」を設置するなど、生徒の安全確保に努めており、

今後も安全管理の改善を目指しています。

附属中・高等学校の安全管理の改善

▲警備員の配置 ▲高校棟北側遮蔽板



１３

医学研究科は、一般公開シンポジウム「ゲノム・老

化・脳」を９月１日、同研究科講義室において開催し

ました。

このシンポジウムは、文部科学省科学研究費補助金

特定領域研究B「染色体機能装置のダイナミクスとア

ルゴリズム」の研究総括班主催によるもので、研究領

域代表者である吉川寛　JT生命誌研究館顧問（奈良先

端科学技術大学院大学名誉教授）による「様々なゲノ

ムから進化を見る」、石川冬木　東京工業大学教授によ

る「ゲノムと老化」、養老孟司　北里大学教授（東京大

学名誉教授）による「ゲノムと脳の狭間」の３つをテー

マとする講演が行われました。これらの講演に対して、

瀬川茂子氏（朝日新聞科学部）、加藤和人　京都大学助

教授、粒良文洋氏（岩波書店辞典部）の３名から代表

として質問が行われ、活発な討論が行われました。

この講演は、科学研究費の研究成果を一般の方にも

分かりやすく説明し、理解してもらうことを目的とし

ており、SCS（衛星通信）を利用して全国の国立大学

及び研究機関１７か所にも配信しました。主会場の同研

究科講義室には１５０名を超す参加者が、また北海道大学

から広島大学に至る各地の SCS 受信局にもそれぞれ

１０名以上の参加者が集まり、主会場以外で１７０名以上が

SCS を利用して聴講しました。

また、山内　同研究科教授の尽力により、聴講障害

者向けに講演内容がリアルタイムで字幕に映し出され、

参加者は驚嘆していました。

医学研究科が一般公開シンポジウム
「ゲノム・老化・脳」を開催

▲菊池教授によるあいさつ ▲吉川氏による講演



１４

附属図書館は名古屋市博物館と共催で、９月１６日、

名古屋市博物館において、伊藤圭介没後１００年記念シン

ポジウム「江戸から明治の自然科学を拓いた人」を開

催しました。

シンポジウムでは、伊藤附属図書館長の趣旨説明の

後、伊藤副総長による来賓のあいさつがありました。

引き続き、遠藤正治　愛知大学講師による「伊藤圭介

と日本の科学のあけぼの」と題した基調講演があり、

山内　医学研究科教授がコーディネーターとなり、６名

のパネラーによる報告が行われました。今回のテーマ

は、学者としての伊藤圭介だけでなく、人間像、人物

交流、医学を中心とした尾張学まで広く及び、活発な

質疑応答が行われ、約２３０名の一般参加者からも好評を

博しました。

附属図書館は、伊藤圭介の植物研究の集大成ともい

える「錦�植物図説」をはじめとする自筆稿本を所蔵

し、科学研究費補助金などの支援をうけてほとんどの

図譜を画像データベース化し、インターネットを介し

て広く国内外に公開しています。

附属図書館が外部機関と共催してシンポジウムを開

催するのは今回が初めてで、これを機に今後も広く社

会貢献活動を推進していくことが期待されます。

附属図書館が外部機関と共催で
シンポジウムを開催

▲遠藤講師による基調講演



１５

大学史資料室は、９月２０日、シンポジオンホールに

おいて、公開シンポジウム「『開かれた大学』とこれ

からの文書資料管理・情報公開」を開催しました。

当日参加者数は２８１名にのぼり、事前に用意した約

２５０席が開会時点で満席となり、立ち見の参加者が出る

ほどの盛況なシンポジウムとなりました。参加者の内

訳は、情報公開等の行政事務担当者（１０％）、歴史資

料保存機関等関係者（１５％）、一般市民（２９％）、本

学・他大学教員（１３％）、本学・他大学学生（３３％）

となっており、本学関係者はもとより他大学関係者や

地域住民等の参加比率も高いのが特徴で、今回のシン

ポジウムで取り上げたテーマに対して社会各層からの

強い関心が存在することを示す結果となりました

（カッコ内は参加者総数に対する比率）。

シンポジウムの前半では、伊藤　副総長によるあいさ

つ、加藤　大学史資料室長による開催趣旨の説明の後、

小川千代子　国際資料研究所代表による「情報公開社会

におけるこれからの文書資料管理」及び寺�昌男　桜美

林大学大学院教授による「大学文書館（大学アーカイ

ブズ）―その意義と新しい役割―」の２つの講演が行

われました。

さらに、シンポジウム後半の全体討議では、両講演

者に加えて、コメンテーターとして近藤世津子氏（名

古屋市市民経済局市政情報課）及び和田実氏（豊橋市

美術博物館）が登壇し、参加者との質疑・意見交流が

予定時間を延長するほど活発に展開されました。

大学アーカイブズとしての機能を目指す大学史資料

室では、今後も「開かれた大学」としての本学の取り

組みを支援するため、展示活動等を通じた情報発信を

積極的に展開していくことを予定しています。

大学史資料室が公開シンポジウムを開催

▲小川代表による講演 ▲寺�教授による講演



１６

「PFI と社会資本整備について」の講演会を開催

１０月３日、「PFI と社会資本整備」についての講演

会が、事務局施設部の主催により開催されました。

この講演は、現在国策として進められつつある“PFI

（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進）”に関する事業の進め方等について組織的に取り組

むために、事務局の関係職員を対象に企画されたもの

です。講演会では講師として、内閣府に設置されてい

る“民間資金等活用事業推進委員会”の推進委員であ

る奥野副総長を招き、約６０分にわたり PFI の経緯から

手法・現状についての講演があり、　小池事務局長をは

じめ、約４０名の職員が熱心に聴講しました。その後、

約３０分間にわたり質疑応答が活発に行われ、大変有意

義なものとなりました。

▲奥野副総長による講演



１７

第１０回人事交流懇談会を開催

本学から他機関に出向している職員との人事交流懇

談会が、９月２８日にシンポジオンホールで開催されま

した。

この懇談会は、人事交流で他機関に出向している職

員と本学の幹部職員との懇談の場を設け、相互の親睦

を深めるとともに、情報交換を行い、今後の交流に反

映させることを目的として、平成４年度から毎年実施

しているものです。

懇談会では、荒木総務部長はじめ事務局各部課長ら

の出席の下、出向者からの現況報告を兼ねた自己紹介

とともに意見交換が行われました。

懇親会では、本部と部局の部課長、事務長及び人事

交流により他の機関から本学に出向している職員も参

加し、総勢１４０名が、終始和やかな雰囲気の中、互い

の親睦を深めました。

なお、本学は東海北陸地区の基幹的総合大学として

従来から人事の相互交流を推進しているところであり、

現在本学から他機関への出向者数は１９機関８９名、また、

他機関からの受入者数は１０機関３４名となっており、今

後も事務職員の能力の向上及び組織の活性化を図るた

め、引き続き人事交流を推進することとしています。

▲荒木総務部長による開会あいさつ ▲１４０名が参加した懇親会



１８

平成１３年度東海・北陸地区国立学校事務情報化汎用

システム導入説明会が、９月１７日から２１日までの５日

間、文部科学省と本学の共催により、豊田講堂等にお

いて開催されました。

本説明会は、新たに本年度から全国を５つのブロッ

クに分けて、文部科学省汎用システムを導入する国立

学校等の担当者に対し、導入及び運用が円滑に行われ

ることを目的として実施されているものです。

今回の説明会には、東海・北陸地区の２５機関３０名が

参加し、前半の３日間は講義形式でC/S システム、

ネットワーク、WindowsNT及びデータベースの基礎

についての説明、後半２日間は実際に汎用システムを

導入するための環境設定、汎用システムのインストー

ル及び障害対応等を２人で１台のサーバ機を使用し、

実習形式で行なわれました。

開催に当たって、主催者を代表して文部科学省大臣

官房政策課情報化推進室情報化振興第二係の小川事務

官からのあいさつに続き、外部講師によるプロジェク

ター等を用いた説明があり、各機関の受講者は、それ

ぞれの機関での導入及び維持・管理を想定した講義を

熱心に聞き入り、質問等も具体的内容について数多く

寄せられました。

また、実際にデータベースを構築したり、平成１４年

１月から全国一斉稼働となる人事事務システムをイン

ストールするなど、実務レベルでの実習も行なわれ、

受講者にとっては大変意義深い説明会となりました。

東海・北陸地区国立学校事務情報化
汎用システム導入説明会を実施



１９

職員の健全な体育等の活動を通じて、元気を回復し、

職員相互の緊密度を高めることにより、勤務能率の発

揮及び増進に資することを目的に、体育大会が開催さ

れました。

今年度は、ソフトボールが８月２９日から９月６日に

かけて、また、硬式テニスが９月１１日から１３日にかけ

てそれぞれ実施され、優勝を目指し熱戦が繰り広げら

れました。

９月２７日には、事務局第２会議室において表彰式が

行われ、小池事務局長から、各種目の優勝及び準優勝

チームにカップ、賞状及び賞品が、第三位及び第四位

チームには賞状及び賞品が手渡され、各チームの健闘

に対しねぎらいの言葉がかけられました。

大会の成績結果

職員体育大会が開催される

チ　ー　ム　名順　　位種　　目

学務ドラゴンズ（学務部）

２代目みはらし（経理部）

アルバトロス（農学部・生命農学研究科）

オ医ターズⅢ（医学部）

優　勝

準優勝

第三位

第四位

ソフトボール

（１９チーム）

プラズマ＆NTC（工学部・工学研究科）

本部A（事務局）

理学部

大幸でテニスを楽しむ会（医学部）

優　勝

準優勝

第三位

第四位

硬式テニス

（１０チーム）

▲小池事務局長による優勝状の授与 ▲テニスの試合　　　　▲硬式テニスの試合

▲表彰式終了後の記念写真



２０

アメリカ航空宇宙局（NASA；本部、ゴダード研究所）、
メリーランド州立大学を訪れて

総務部研究協力課専門職員　福井　　豊　

出張期間　平成１３年９月２日�～９月８日�

出　張　先　アメリカ合衆国（NASA［本部、ゴダード

研究所］、メリーランド州立大学）

出　張　者

　文部科学省　　　井上　賢一　学術研究助成課科学

研究費特別助成係長

　宇宙科学研究所　木之下英二　国際調整課長

　名古屋大学　　　森本　和彦　経理課長

　　　　　　　　　福井　　豊　研究協力課専門職員

　　　　　　　　　堀之内信貴　理学研究科経理掛員

随　行　者

　宇宙科学研究所　國枝　秀世　教授

本年度より、科学研究費補助金に間接経費が導入さ

れました。導入の趣旨は、「間接経費は、研究代表者

が所属する研究機関が研究遂行に関連して間接的に必

要とする経費であり、科学研究費補助金を獲得した研

究代表者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向

上に資することを目的としている」で、本学ではこれ

を受けて財務委員会で間接経費の活用にあたって次の

４つの大きな柱として、①当該研究者（科研費の間接

経費獲得者）へ３０％を配分する、②当該研究者の所属

する部局から申請を行う、③事務処理経費を配分する、

④全学的研究支援事業を行う、以上の項目を部局長会

に提案し、承認されました。

今回の出張は、④の全学的支援事業の一環（海外の

大学研究機関等との交流基盤の支援事業）で、科学研

究費補助金（研究種目：特別推進研究）により推進中

の日米共同気球実験：「X線観測による銀河団の構造と

進化の研究」（研究代表者：山下広順　理学研究科教授）

に基づき、実施されたものです。これらのことから、

科学研究費補助金に関係する職員と、NASAとの共同

研究の日本側窓口である宇宙科学研究所の職員で出張

メンバーが構成されました。

私たちがNASA本部を訪れたのは、NASAの都合で

９月４日の午前中でした。NASA本部は、滞在したホ

テルの最寄りの地下鉄駅、メトロセンター駅から３つ

目の駅近くで、約３０分の所にありました。

NASAは、The US National Aeronautics and Space 

Administration の頭文字で、日本語に訳すと「アメリ

カ航空宇宙局」となります。NASAは、１９５８年に、そ

れまで陸・海・空軍で進められていた宇宙探査計画と、

NACA（アメリカ航空諮問委員会）が統合され、航空

および宇宙活動の計画、監督、実行を目的として創設

されたそうです。

その活動の中心となるのは有人宇宙飛行で、現在、

スペースシャトルが運用されています。また、宇宙に

おけるライフサイエンスの研究、太陽系の探査、宇宙

空間物理学、航空力学の基礎研究も盛んに進められて

いるということです。　NASAの本部はワシントンD. 

▲アメリカ航空宇宙局（NASA）
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C. にあり、アメリカ各地に９つのセンターをもち、有

名なのはケネディー宇宙センター、ジョンソン宇宙セ

ンターです。NASAの主要ロケットはアトラス、サ

ターンを経て現在はスペースシャトルであり、衛星・

探査機の打ち上げ、そして国際スペースステーション

の建設が進められています。

NASA本部に着くと、空港での出入国検査同様に、

ボディーチェック、手荷物検査を受けたあと、パスポー

ト（初めて手にした緑色の公用旅券）の提示、入館者

名簿に記載する等の厳重なチェックの後、部屋に入る

ことができました。その後、最上階にある会議室に通

されましたが、会議室はNASA本部の長官室の隣にあ

り、NASAの担当者が「長官はあいにく所用により不

在です。日本から大事な要人がこられているのに、こ

れに勝る用事はないはずなのにどうかしている。」とア

メリカンジョークをさらりと言われました。

会議室に入り、担当者であるニューマン氏はじめ５

人の研究者から自己紹介をうけ、その後、引率してい

ただいた國枝教授以下順次自己紹介の後、出張者を代

表して森本課長が表敬あいさつを行いました。その後、

國枝教授が山下教授の研究グループによる最近の研究

の状況等を、パソコンを使いながら説明を行い、意見

交換が行われました。この説明に際し、國枝教授は朝

４時に起き準備されていたとのことです。

研究の現状報告は英語で行われましたが、私の語学

力では理解が難しく、その夜ホテルに帰ってから國枝

教授の部屋を訪れ、教授が話された内容、研究の内容

等を改めて説明していただきました。その概要は次の

とおりです。

山下教授の研究課題は「X線観測による銀河団の構

造と進化の研究」とのことで、まず「X線」とは何か、

から聞く事にしました。

「X線」は、地上では、高いエネルギーの電子を壁

にぶつけ、その電子のエネルギ－からX線が作られま

す。宇宙では、例えば、超新星の爆発によって加速さ

れた粒子が周りのガスにぶつかってガス自体が１億度

ぐらいになると、電子と原子が高速でぶつかりあい、

X線が放出されます。また銀河（太陽が１千億ぐらい

集まったもの）が１０～１，０００個ぐらいが集まった銀河団

をX線で見ると、銀河と銀河の間を埋め尽くすように

１億度ぐらいの高温ガスが光っていることが判明して

います。ガスの質量を調べると、見えている星（銀河）

の重さよりもガスの方が重く、数倍から１０倍であるこ

とが判明しています。よって、銀河団の構造を調べる

には、銀河団の可視光で見えている銀河を一個一個観

測するよりも、それを取り巻くガスが発するX線を観

測した方がわかりやすいということのようです。ただ

し、X線は空気や塵等の障害物に邪魔され、地上に到

達する量が極めて少ないため、地上で観測するのは難

しいようです。そのため、上空または宇宙空間でX線

を観測することが不可欠となります。その手段として、

ロケットや気球を飛ばして観測する方法が取られてい

ます。このため日本では宇宙科学研究所、アメリカで

はNASAが中心になって宇宙でのX線観測が進めら

れている訳です。今回の共同実験の日米の役割分担と

しては、本学を中心として日本が多層膜望遠鏡の開発

を行い、アメリカが検出器とそれを乗せる気球の準備

を行うこととなっています。

NASAの本部を後にして、午後はNASAのゴダード

研究所を訪れました。同研究所は、ワシントンD. C.

から車で１時間程の郊外にあり、広大な敷地に実験棟

▲日米共同気球実験（InFOCuS）に関する打合わせ
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等が林立し、全体像を把握するのは困難な程でした。

NASA本部と同様、入口の警務員室のような所でパス

ポートを提示、入館者名簿に記載し、名札を受け取り、

実験棟の中にある会議室に入りました。会議室で自己

紹介、あいさつが終わった後、NASA本部同様、國枝

教授から研究の状況報告が行われ、その後、実験棟の

中の施設見学を行いました。実験棟の中では技官によ

る熱心な技術開発の説明を受け感動しました。職員の

中には、現地職員は言うに及ばず、日本からの研究者

も多く研究に従事しており、そのほか、日本学術振興

会の海外特別研究員が派遣され活躍していました。

翌日（９月５日）メリーランド州立大学を訪問する

ため、國枝教授を除く（学会のため）５人で、地下鉄

を乗り継いで、カレッジパーク駅に向かいました。地

下鉄の切符を買う時驚いたのは、同じ駅に向かうのに

２種類の料金が表示され、どちらの料金で切符を買え

ばよいのかわからないことでした。当然のように、我々

は安い方の切符を購入して乗り込みました。下車する

時に初めてわかったのですが、昼間の空いた時間帯は

レデュース（割安）があるということで、納得しまし

た。（名古屋の市バスもそうでしたね・・・。）

駅には、現在、メリーランド州立大学に滞在して研

究されている本学太陽地球環境研究所の藤井先生と、

大学院生として留学している森清隆さんが迎えに来て

くださいました。（國枝教授が事前にお願いして下さっ

た由）

お二方にメリーランド州立大学の実験棟、講義室、

図書館、フットボールスタジアム、アスレックジム・

プール、ゴルフ場等、多くの施設を案内していただき

ました。藤井先生によれば、大学は教職員、学生あわ

せて約２万人で、多数の留学生も受け入れているそう

です。私たちの日程の都合上あまり時間がなく、多く

の説明を聞くことはできませんでしたが、学内の環境

はゆったりした雰囲気で、学生たちが伸び伸びと勉強

や学生生活を送っている様子がわかりました。

今回の出張のテーマの一つは、事務職員が研究者に

対してどのような支援ができるのかということでした

が、最先端の科学技術を見、またアメリカの大学を見

学できたことは、望外の幸福を感じるとともに、この

経験を今後の業務に役立てたいと思っている次第であ

ります。

最後に、この海外研修にあたり、私たちが訪問した

機関の関係者の皆様をはじめ、引率していただいた國

枝　宇宙科学研究所教授、また、出発前からお世話に

なりました本学国際交流課の皆様に心から感謝申し上

げます。

（追記）

帰国３日後の９月１１日、アメリカの繁栄の象徴であ

る世界貿易センターほか２カ所に、同時多発テロによ

る惨劇があったことからも、忘れられない海外出張と

なりました。

▲メリーランド州立大学
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文部省 LEAPプログラム報告　第２回
－　米国モンタナ州立大学　後編　－

総務部国際交流課交流掛　久田　淳子　

名大トピックス第８８号の LEAP第１回報告に続い

て、モンタナ州立大学（MSU）における研修の後半

（２０００年９月～１２月）についてご紹介します。

９月、夏休みが終わり、大学は新学期を迎えました。

大学周辺のあちこちで新入生や卒業生の引っ越し風景

が見られ、キャンパスには学生が再び集まり、活気が

戻ってきました。我々 LEAP参加者（LEAPer）も、

新鮮な気持ちで、夏までとは異なるプログラムで研修

を続けました。

プログラムの内容は、コロキアム（研究討論会）及

びコロキアム・リビュー、英語研修（プロフェッショ

ナル・ランゲージ・ディベロップメント）、インター

ンシップ、ワシントンDC研修旅行、NAFSA（全米

国際教育者協会）地域会合出席、モンタナ大学訪問等

多岐にわたり、どれも印象深いものでしたが、その中

でも特に心に残っているものについて以下に述べたい

と思います。

１．コロキアム（研究討論会）

９月から１２月半ばにかけてのほぼ毎週、アメリカの

高等国際教育事情を網羅的に学ぶ、コロキアムが設け

られました。このコロキアムは、MSU国際プログラム・

ディレクターであるノーマン・ピーターソン氏（ノー

ム）の企画によるもので、彼の人脈を生かして数多く

のエキスパートを迎えて行われました。

全１３回のコロキアム内容

・アメリカの高等教育の根底にあるアメリカ文化・

アメリカ的価値観

・アメリカ留学、大学間交流協定、研究者の海外派

遣の概要（テキスト等に基づいて）

・MSUにおける留学生の募集・受入・入国手続き、

学生の海外留学等に係る事務、そして、大学附属

語学学校であるACEの事業概要、MSUとACE

とのつながりと設置経緯、生徒募集、問題点等（ゲ

スト・MSU国際プログラム及びACEスタッフ）

・海外の大学との大学間交流協定締結、留学生リク

ルート、異文化コミュニケーション及び留学生ア

ドバイザーの資質（ゲスト・他大学の専門家）

・中央政府と大学行政の関係、また、高等教育・国

際教育におけるNGOの役割（ワシントンDC研

修旅行に向けて）

・MSUの学生向け融資・奨学金事業及び宿舎関係

業務（ゲスト・MSUの学資援助オフィス（Financial 

Aid Office）と宿舎オフィススタッフ）

・NAFSAメーリングリストへの加入、講読（毎回・

関心事項を討議）

以上、項目を挙げただけでも国際教育関係事務の多

様さや複雑さに圧倒されてしまいそうですが、様々な

立場の方から直接話を伺うことができ、国際教育交流

について多面的に理解するための大きな助けとなりま

した。
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２．語学研修（プロフェッショナル・ランゲージ・

ディベロップメント）

８月までの大学入学希望者向けの「英語」そのもの

に重点を置いた授業に代わり、９月～１２月は、国際教

育交流業務に就くものとして必要とされる実践的な英

語能力の増強を目的とし、LEAPer だけを対象とした

授業となりました。具体的には、プレゼンテーション、

初対面の人への接し方、電話での交渉、発音の練習、

ボランティア活動、ビデオ教材を利用しての葛藤・誤

解の回避法の実践等を行いました。参加者の足りない

部分を補い伸ばすために良く考えられた多彩な内容で

あり、英語能力アップを主目的としながらも、学内弁

護士へのインタービュー、地域参加（ボランティア）

等を通じてこれまで関わることのなかった新しい人々

との出会いもありました。

なかでも、１２月に行った最終プレゼンテーションは、

MSUにおける語学研修の総仕上げとも言える企画で

した。モンタナの人々に日本について紹介することを

目的として、日本の学生気質、日本家屋の伝統と近代

化、日本とアメリカの食品栄養比較、日本の選挙制度、

戦後の日本経済史、日本の教育制度の現状の６つを

テーマに発表を行いました。OIPスタッフ、ホストファ

ミリーをはじめ、MSUの学生等多数が会場を埋めつく

し、日本への関心の高さに正直なところ驚きました。

ACE担当講師の助言を得ながら全員で準備をすすめ、

最後に心に残る成果を残すことができたのを嬉しく思

います。

３．NAFSA地域会合

１１月初旬、ニューメキシコ州サンタフェ市で行われ

たNAFSA（全米国際教育者協会）の地域会合（地域

Ⅱ：モンタナ州を含むロッキー山脈沿いの４州）に参

加しました。毎年５－６月に行われるNAFSA年次総

会に先立って、全米を１０に分けたそれぞれの地域で地

域会合が行われます。地域会合とは言え、会場は、こ

の山岳地帯にこんなにも大勢の関係者がいるのかと驚

くほどの人の波でした。４日間の会期中に、ワーク

ショップやセッション（発表＋質疑応答）が同時に多

数開催され、行きたいところを選んで出席するという

形を取っていました。私が参加したセッションの主な

ものを以下に挙げます。

・パソコン及びweb を活用した留学生サービスシス

テムの構築

　留学生メーリングリストの作成、オンライン・

ニュースレター、入国関係書類の取り出し・提出、

留学生会を組織して留学生へ eメールで連絡、留

学希望者に在学中の留学生を紹介等

・州内の国際教育コンソーシアム（ニューメキシコ

州とコロラド州の例）

　ニューメキシコ州及びコロラド州のコンソーシア

ムの概要（定義、目的、活動内容、資金源）

▲最終プレゼンテーション（語学研修）

▲海外留学フェア①
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・海外留学プログラムの今後のあり方

　大学とNGO及び民間業者の役割、外部委託の長所

と短所

・効果的な陳情書の書き方

　陳情の意義、陳情書の宛先となる議会議員及び連

絡先の見つけ方、手紙の構成と内容、手紙作成の

実習

セッションの発表者のほとんどが私達と同じ大学職

員であることから、非常に実践的な内容でした。発表

者と参加者が同じ目線で問題を捉えられるという点で、

学ぶべきところが多いと感じました。

４．モンタナ大学訪問

冬の厳しい寒さに震えながら、１２月にモンタナ大学

（University of Montana，モンタナ州内にあるMSU

とは別の州立大学）を訪問し、１日目に国際プログラ

ムの数名のスタッフ、ジョージ・デニソン学長及び

ESL（English as Second Language，大学付属語学学

校）ディレクターにお会いしました。モンタナ大学で

は学長自ら学生の１０パーセントに海外留学を経験させ

ることを目標にすると公言しており、小規模大学なが

ら国際交流部門の充実ぶりが目立っていました。また、

モンタナでも少子時代を迎えていることから、大学を

生涯教育の場として活用し、社会人や退職者を対象と

したプログラムを始めていることなどが印象に残りま

した。

２日目には、モンタナ大学内のマンスフィールドセ

ンターを訪問しました。元モンタナ州選出の国会議員

で、１９７６年から１９８８年まで駐日米国大使を務められた

マイク・マンスフィールド氏の名を冠したこのセン

ターでは、アジアにおいてアメリカが関与した戦争に

ついて文化的アプローチで研究を行っています。その

膨大な資料の一部を見せていただき、同センターのス

タッフと意見交換を行いました。モンタナの大変な田

舎であるにも関らず、日本について熱心に研究する

方々が存在することに驚き、貴重な資料が沢山揃って

いることに感慨を受けました。

２０００年６月に始まったこの LEAPプログラムは１２

月で前半が終了し、慣れ親しんだモンタナを去る日が

来ました。これまで共に学んだ１２名の LEAPer は、後

半の１月からは別々の大学に移って個別に研修を続け

ます。本人の希望をもとに、１２大学と１２名のLEAPerの

マッチングが行われ、私はテキサス州のテキサスA& 

M大学に行くことになりました。冬休み中に寒いモン

タナから暖かいテキサスへ移動し、いよいよ後半の研

修が始まります。続きはおって本誌で掲載します。

（参考）

モンタナ州立大学　　http://www.montana.edu

テキサスA&M大学　http://www.tamu.edu

▲海外留学フェア②
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新聞等名月　日記　　　　　事

朝日（朝刊）
中日（朝刊）

９．２（日）
本学ら県内５大学が名古屋弁護士
会とロースクール構想念頭に「模
擬授業」開催

１

中日（朝刊）９．４（火）１０月１２日に医学部公開講座開催２

中日（朝刊）９．４（火）
職場体験で議員秘書、本学学生２
人が稲沢市議に

３

中日（朝刊）９．４（火）
顔：パズルチャンプ世界大会出場へ
大学院修士２年青木真一さん

４

朝日（朝刊）９．５（水）
大学病院日誌：医療事故の過程、
十分な検証必要
医学部・大島伸一教授

５

中日（夕刊）９．５（水）
特報：歌舞伎町ビル火災、煙の恐怖
環境学研究科・辻本誠教授の話

６

中日（朝刊）９．７（金）８日に博物館特別講演会開催７

中日（朝刊）９．７（金）

大幸財団、７件に研究助成
工学研究科・松下裕秀教授、医学
部附属病院・伊藤雅文助教授、大
型計算機センター・河信夫助教授
が対象に

８

中日（朝刊）９．９（日）

東海自治体問題研究会が東海豪雨
を多面的に把握、埋もれた行政資
料まとめ１１日に発行　法学部・市
橋克哉教授が理事長務める

９

朝日（朝刊）９．１１（火）
国立大の願書やっと書店に
今秋から本学など２５校の入学願書
を店頭にて無料配布

１０

朝日（朝刊）９．１１（火）
名古屋市が行革計画「成果目標」
どう評価　法学部・後藤房雄教授
が計画をチェック

１１

中日（朝刊）９．１１（火）

学生之新聞：インターンシップ学
生記者体験取材
本学法学部３年生が国際協力事業
団にて取り組む

１２

日刊工業９．１２（水）

文科省今年度科学技術振興調整費
４７件を採択
工学研究科・水谷　孝教授も採択
される

１３

中日（朝刊）９．１２（水）
訃報：内田　良男名誉教授
１１日肝硬変のため逝去

１４

中日（朝刊）９．１２（水）
安田生命社会事業団
本学大学院グループが臨床研究で
助成金

１５

中日（朝刊）９．１２（水）
青少年問題市民シンポジウムで教
育学部・梶田正巳教授が講演

１６

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）９．１２（水）
１６日名古屋市博物館で附属図書館
が記念シンポジウム

１７

中日（夕刊）９．１２（水）
米国同時多発テロ　本学学生約５０
人、教員約３０人が滞在中

１８

中日（朝刊）９．１３（木）
米中枢同時テロ：上層から衝撃連鎖
環境学研究科・福和伸夫教授、森
保宏助教授が解説

１９

中日（朝刊）９．１４（金）
第３回小児健康フォーラム：医学部・
坂本龍雄講師が食物アレルギーに
ついて講演

２０

中日（朝刊）９．１４（金）

医学の現場から：IT活用の脳卒
中救急　医学部・吉田純教授の救
急車へ動画伝送装置搭載の試作、
水野正明助教授ら附属病院の脳卒
中救急医療ネットワーク計画

２１

中日（夕刊）９．１４（金）
コーナーキック：やっぱり男女半々
教育発達科学研究科・金井篤子助
教授

２２

中日（朝刊）９．１５（土）
附属図書館主催で伊藤圭介没後
１００年記念シンポジウム開催

２３

中日（朝刊）９．１５（土）
叙位叙勲：小野勝次名誉教授、従
三位に

２４

中日（朝刊）９．１６（日）
博物館が高校生対象に野外実習開
催、参加者募る

２５

朝日（朝刊）９．１７（月）
第３３回全日本大学駅伝対校選手権
大会に本学が３大会ぶり１１回目の
代表に

２６

朝日（夕刊）
他３社

９．１７（月）
愛知県西春町の公募教育長に理学
研究科・吉野茂雄講師選出

２７

日経（朝刊）
他４社

９．１９（水）
大幸医療センター・前田憲志教授
が医療法人で無届け兼業

２８

朝日（朝刊）９．１９（水）
大学病院日誌：死と向き合った患
者の心を思う
医学部・大島伸一教授

２９

読売（朝刊）９．１９（水）
情報サイト：２０日に大学資料室公
開シンポジウム開催

３０

中日（朝刊）９．１９（水）
市民と企業も巻き込んで町に自然
な循環を
法学研究科・加藤久和教授

３１

朝日（夕刊）９．１９（水）博物館野外実習募集要項３２

朝日（夕刊）９．１９（水）
「対米テロ」とイランの人々
国際開発研究科・中西久枝教授

３３

読売（朝刊）
他４社

９．２０（木）
名大・名工大・愛教大・豊橋技科
大の国立４大学が連携

３４
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２７

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）
中日（夕刊）

９．２０（木）
来月末任期満了の若尾文学部長の
後任に神尾美津雄教授

３５

読売（朝刊）９．２１（金）
名大・名工大・愛教大・豊橋技科
大の連携で学長協議スタート

３６

読売（朝刊）９．２１（金）
コンピューターウィルス「ニムダ」
感染さらに　本学へのアクセス等
で恐れあったが被害なし

３７

中日（朝刊）９．２１（金）
米国同時多発テロ事件で法学部が
ウズベキスタンで実施予定の海外
研修を中止

３８

朝日（夕刊）９．２１（金）
愛知県西春町公募教育長に選出さ
れた理学研究科・吉野茂雄講師が
議会で承認される

３９

中日（朝刊）９．２５（火）
１０月３日まで博物館にて医学部所
蔵の教育資料・標本展開催

４０

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）９．２６（水）
情報サイト：１０月１２日に医学部公
開講座開催、１１月１０・１１日に博物
館主催の野外実習開催

４１

読売（朝刊）９．２６（水）
特集：医療相談
医学部・梶田泰一、太田龍朗両教
授が読者の相談に答える

４２

中日（朝刊）９．２７（木）
こう見る：PFI 事業　急速に高まる
関心　奥野信宏副総長

４３

中日（朝刊）９．２８（金）
東南海地震・南海地震の脅威じわり
東海南地震並の備えを
環境学研究科・安藤雅孝教授

４４

毎日（朝刊）９．２８（金）
第１回二川・吉田宿場リレ・フォーラム
近代化を支えた東海道奥野信宏副
総長がコーディネーターを務める

４５

中日（朝刊）９．２９（土）
この人：一般公募で東海３県初と
なる愛知県西春町教育長の吉野茂
雄氏

４６
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