
総長補佐体制が整備される ………………………………………… 2
教養教育院が設置される …………………………………………… 3
名古屋大学運営諮問会議第５回会合を開催 ……………………… 4
名古屋大学運営諮問会議第４回会合議事録 ……………………… 5
名古屋大学の今後のあり方に関する説明会（第４回）を開催 … 20
科学研究オープンシンポジウム（第９回）が開催される …… 21
教育学部附属高等学校で松尾総長が特別講義を行う ………… 22
日本数学コンクール表彰式を開催　 …………………………… 23
野依良治理学研究科教授に愛知県学術顕彰贈呈 ……………… 24
第３回博物館特別展
　　「野依良治　ノーベル賞への道」が開催される …………… 25
全国初の総合研究棟　通称名「IB電子情報館」
　　竣工記念式典が行われる …………………………………… 26
大学院環境学研究科の創設を祝う ……………………………… 27
理学研究科が広報誌「理　philosophia」を創刊 …………… 28

ワークショップ「専門基礎教育の在り方」が開催される …… 28
セクシュアル・ハラスメント防止講演会を開催　 …………… 29
幹部職員研修を実施 ……………………………………………… 29
生命農学研究科がアジア学術セミナーを開催 ………………… 30
物質科学国際研究センターシンポジウムが開催される ……… 31
博物館で第３回NUMCoと加藤前総長による
　　講演会が開催される ………………………………………… 32
附属図書館医学部分館　保健学情報資料室が移転 …………… 33
永年勤続者表彰式を開催 ………………………………………… 34
中国上海交通大学務委員会副主任来訪 ………………………… 35
秋の叙勲・褒章受章者が決定！ ………………………………… 35
文部省 LEAPプログラム報告　第３回 ………………………… 36
職員創作美術展・作品紹介（２） ………………………………… 41
本学関連の新聞記事掲載一覧（１３年１１月分） …………………… 45

CONTENTS

総長補佐体制が整備される

No.１０２平成１３年１２月２８日発行 名古屋大学総務部企画広報室 編集 〒４６４-８６０１名古屋市千種区不老町 Tel（０５２）７８９-２０１６
ホームページURL http://www.nagoya-u.ac.jp

ISSN ０９１９-７８５０

▲第１回総長補佐会議（１１月７日）



２

総長補佐体制が整備される

　企画・立案機能の充実を図り、総長の実務を補佐す

るため、このたび新たに総長補佐体制が整備されまし

た。

　この体制が導入された背景には、①総長の学内的・

学外的業務が質的・量的に拡大し、全学的・全国的視

点と戦略的視野での業務遂行がますます求められてい

ること②法人格取得を視野に入れた大学の経営、財務・

会計、計画、労務等の新たな課題に対処しなければな

らないこと③大学が自主性と自立性の上に教育・研究

を発展させ、国際的・社会的な責任を果たす上で、総

長は総合的な情報把握の下で的確で先見的な企画・立

案能力と機動的な執行能力が求められていることなど

が挙げられます。

　総長補佐は、総長の特命事項について、企画・立案

及び実施に際しての総長への助言を主たる任務として

いますが、大学の中期的な課題に配慮しつつ、当面急

がれる課題に一定の方向性が見出せるよう機動的に対

応することとしており、これにより法人格取得に向け

ての円滑な管理運営が図られるものと期待されていま

す。

総長補佐とその職務担当

氏　　　名所　　属分　　　担

久野　　覚　教授環境学研究科共通教育・教育改革担当

奥村　隆平　教授経済学研究科入試・入試改革担当

福井　康雄　教授理学研究科研究・国際交流担当

谷口　　元　教授工学部キャンパス・施設担当

池田　輝政　教授高等教育研究センター評価・広報担当

坂神　洋次　教授生命農学研究科社会連携・社会貢献担当

鈴置　保雄　教授理工科学総合研究センター産学官連携担当

増田　知子　教授法学研究科人権・男女共同参画担当

祖父江　元　教授医学研究科鶴舞地区担当
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　本学では、本学における全学教育（教養教育・専門

基礎教育）を充実させるため、従来、教養教育につい

て全学の共通教育委員会方式により実施していたもの

を改組して１２月１日付けで新たに学内措置により教養

教育院を設置しました。

　教養教育院は、全学教育の企画・立案、実施及びこ

れに関する部局間との調整を行い、さらに全学教育の

評価を行うことにより、全学教育の質的向上を図るこ

とを目的に設置されたもので、中枢機能としての役割

を担う統括部と、全学教官等により全学教育を実施す

る登録教官群で組織されています。

　統括部には、自然科学、社会科学、人文学、言語文

化、基盤科学の６つの部門が置かれ、１０名の専任の教

官とそれを補佐する１５名の兼任の教官がそれぞれの部

門に配置することとされています。その任務としては、

全学教育のデザイン、カリキュラムの設計・開発、カ

リキュラムの評価、担当体制の編成等があります。

　登録教官群には、全学の教官の他に学外の有識者を

登録させ、全学教育を担当させることになっており、

これによりこれまで情報文化学部・人間情報学研究科

を中心に実施してきた全学教育が全学で対応する体制

に整備されました。

　全学教育の充実が緊急の課題となっている今日の大

学教育において、教養教育院は、具体的なカリキュラ

ムの開発、明確な教育評価等を通じて本学の学部教育

を飛躍的に向上させるだけではなく、中部地域におけ

る全学教育の中心センターとしての役割を果たすこと

も期待されています。

　なお、平成１４年３月末までは、統括部に専任の教官

６名及び兼任の教官２１名を配置し、平成１４年度からの

体制の基盤整備を行うものです。

教養教育院が設置される

登録教官群�

教養教育院組織図�
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名古屋大学運営諮問会議第５回会合を開催

　名古屋大学運営諮問会議第５回会合が、１１月２７日開

催されました。

　会議では、始めに、松尾総長から、野依 理学研究科

教授のノーベル化学賞受賞決定について紹介の後、法

人格取得についての動き、本学のアカデミックプラン

実現を図るための新しい組織（高等研究院、教養教育

院、資格教育院（仮称））の設置構想等について説明

がありました。

　次いで、大崎会長（国立学校財務センター所長）から、

「諮問事項に係る答申（素案）」について説明があった後、

答申（素案）の各項目に沿って検討が行われました。

　答申（素案）は、①名古屋大学の発展の基本的方向

について、②ユーザーの視点からの教育・研究の推進、

③学外との連携協力の強化、④自主・自律の運営体制

の確立とアカウンタビリティーの向上、以上の４項目

からなっています。

　なお、最終答申（案）については、会長に一任する

ことが了承され、次回会合（平成１４年２月～３月）で

は、最終答申（案）の了承を得た後、総長に答申が提

出される予定です。

▲（左から）岡崎副会長、大�会長 ▲（左から）中川委員、清水委員、金子委員

▲（左から）若子委員、柳田委員、水谷委員
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日　時：平成１３年７月４日�午後１時２９分～４時３０分

場　所：名古屋大学事務局第３会議室

出席者：

委　員（五十音順、敬称略）

大　�　　　仁　　国立学校財務センター所長

岡　崎　恒　子　　藤田保健衛生大学総合医科学研究所教授

金　子　元　久　　東京大学大学総合教育研究センター長

河　内　弘　明　　愛知県副知事

柴　田　昌　治　　日本ガイシ株式会社代表取締役社長

清　水　哲　太　　トヨタ自動車株式会社取締役副社長

中　川　久　定　　財団法人国際高等研究所副所長

水　谷　�　市　　愛知県立瑞陵高等学校長

（愛知県公立高等学校長会会長）

若　子　敦　弘　　前 東北エニコム株式会社代表取締役社長

名古屋大学側

松　尾　　　稔　　総　長

奥　野　信　宏　　副総長

伊　藤　正　之　　副総長

野　角　計　宏　　事務局長

若　尾　祐　司　　文学研究科長

安　彦　忠　彦　　教育発達科学研究科長

小　野　耕　二　　法学研究科評議員

岸　田　民　樹　　経済学研究科長

田　中　喜美春　　情報文化学部長

山　下　廣　順　　理学研究科長

後　藤　俊　夫　　工学研究科長

並　河　鷹　夫　　生命農学研究科長

長　田　　　博　　国際開発研究科長

神　谷　紀　生　　人間情報学研究科長

平　井　勝　利　　国際言語文化研究科長

小　川　克　郎　　環境学研究科長

妹　尾　久　雄　　環境医学研究所長

上　出　洋　介　　太陽地球環境研究所長

伊　藤　義　人　　附属図書館長

小　栗　友　一　　言語文化部長

�　橋　俊　彦　　総合保健体育科学センター長

荒　木　　　長　　総務部長

太　田　　　貢　　経理部長

大　池　　　守　　学務部長

鑄　物　良　雄　　施設部長

はじめに

　議事に先立ち、大�会長から、各委員に対して第

４回会合への出席の謝意があった。

１　前回の議事録の確認

　大�会長から、配付資料の前回の議事録（案）に

ついて、確認願いたい、なお、議事録については、

名古屋大学のホームページ等で学内外に公表する予

定である旨発言があり、これを了承した。

２　配付資料の説明

　野角事務局長から、配付資料の説明があった。

３　総長説明

　大�会長から、名古屋大学をめぐる最近の情勢に

ついて説明願いたい旨発言があり、松尾総長から、

伊藤副総長ほか部局長の異動者の紹介後、法人化問

題等をめぐる状況及び法人化問題に関する本学の検

討状況について次のとおり説明があった。

　１）法人化問題等をめぐる状況

①総理大臣から文部科学大臣に「大学改革を急い

名古屋大学運営諮問会議
第４回会合議事録
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で進めてほしい」という要請がありこれを受け

て、５月１８日に文部科学大臣が総理大臣に文部

科学省の「国立大学等の独立行政法人化に関す

る調査検討会議」の進捗状況等についての説明

を行った。

②文部科学省では「大学（国立大学）の構造改革

の方針」を作成、６月１１日の経済財政諮問会議

に提出し文部科学大臣が説明を行った。この方

針は、国立大学の再編・統合を大胆に進める、

国立大学に民間的発想の経営手法を導入する、

大学に第三者評価による競争原理を導入すると

いう３点からなっており、６月１２日～１３日に行

われた国立大学協会の総会で配付され、６月１４

日に行われた国立大学長会議においては、文部

科学大臣から「皆さんのご意見を伺いながら、

再編・統合を大胆に進める」、「最終的には当省

の責任において具体的な計画を策定したいと考

えている」と説明があった。

③また、国立大学長会議で配付された資料に「科

学技術基本計画の概要」があるが、本日参考資

料としてお配りしている。この第２期基本計画

では、研究開発の重点分野はライフサイエンス

分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロ

ジー・材料分野の４分野であること、平成１３年

度から平成１７年度までの政府研究開発投資は総

額約 ２４兆円が必要であること等が示されてい

る。

④「科学技術基本計画」を受けて、文部科学省が

作成した「国立大学等施設緊急整備５か年計画」

では、約２１０万㎡の整備と約３９０万㎡のリニュー

アルを行うことが取り上げられている。

⑤文部科学省の「国立大学等の独立行政法人化に

関する調査検討会議」は、報告書の原案の作成

を現在８月９日に準備されている連絡調整委員

会に間に合うよう微調整が行われている。

⑥国立大学協会では「設置形態検討特別委員会」

において「国立大学法人化についての基本的な

考え方」及び「国立大学法人化の枠組」からな

る報告書をまとめた。その概要は、法人化の枠

組に関し文部科学省の「国立大学等の独立行政

法人化に関する調査検討会議」の検討内容とほ

ぼ似たような報告となっている。この報告書に

ついては、その後の国立大学協会の理事会、総

会に諮られ、大勢は了解されたが、反対もあっ

た。

⑦６月１２日～１３日に行われた国立大学協会の総会

で、会長に長尾現会長が、副会長に当職と一橋

大学の石学長が選出され６月１４日から新体制が

発足することとなった。また、７月５日に臨時

の理事会が開催される予定であり、その中で「将

来構想ワーキンググループ」の設置について検

討する予定である。

⑧大学評価・学位授与機構から平成１３年度及び平

成１４年度に着手する大学評価の基本計画が示さ

れたので、本学もこれに対応すべく取り組んで

いる。

２）法人化問題に関する本学の検討状況

①組織改革検討委員会小委員会の下に「法人制度

に関するワーキンググループ」及び「評価に関

するワーキンググループ」を設置して、鋭意検

討を行っている。「名古屋大学の法人格の取得と

大学運営について（案）」及び「国立大学法人

名古屋大学法（仮称）（案）」を作成し評議会に

報告している。ただし、常に進化する内容であ

るという前提付きである。その他にも全学計画

評価委員会、評価情報分析室及び自己評価全体

を審査する計画評価審査委員会を立ち上げてい

る。

②また、現在、組織改革検討委員会の改組・充実

を図るため、五つの小委員会の他に、新たに人

事・労務小委員会及び財務・会計小委員会を設

置するとともに、各小委員会については従来か

らの役割に加え、法人格取得に備えて組織、管

理運営等について検討を始めたところである。
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③なお、今後、第２小委員会、第７小委員会等に

おいて、総長の選出・補佐体制をどうしていく

か、審議機関・意思決定機関に外部の有識者を

入れていくかが主要な議題になってくると思う。

　次に、奥野副総長から、配付資料に基づき、次の

とおり３項目について説明があった。

１）情報公開について

①情報公開法（平成１３年４月１日施行）に基づき、

本学が所有する行政文書の公開を実施している。

②本学では、総長をヘッドとする情報公開委員会

及び行政法等の専門家で構成する情報公開審査

専門委員会を設置して開示請求に係る審査等を

処理している。

③開示請求の状況は現在まで１３件であり規程にし

たがって対処している。

④現在の課題は教官が保有する行政文書の扱いで

ある。例えば、公費で行うシンポジウムや研究

会で配付される資料、あるいは録音したテープ

等は行政文書になるので、教官が保有する行政

文書についての扱いを定めることとしている。

２）施設整備について

①現在、学内で建設されている大きな建物は総合

研究棟と呼んでいるが、全学的な視点に立って

有効に活用するという方針で運用することとし

ている。

②具体的には、各建物の最低２０％を特定の部局や

分野から離れて全学が共有するという形で運用

することにしており、整備委員会の下に運営委

員会を設けて連絡調整に当たっている。

３）間接経費について

①「科学技術基本計画」の中の一つの重要施策が

競争的資金に間接経費（３０％）を導入するとい

うものである。今までの科学研究費補助金はい

わゆる直接経費であるが、これは３０％を間接経

費として上乗せして各大学に措置するというも

のである。

②この目的は、当該研究者の研究環境の改善、大

学全体の研究教育環境の改善に充てるというこ

とになっており、現在、科学研究費補助金のう

ちの４種目について本年度から措置されている。

③さらに科学研究費補助金の他に文部科学省のそ

の他の補助金・出資金、他の省庁の出資金・補

助金等についても１０％から３０％程度の間接経費

が本年度から措置されることとなった。最終的

なとりまとめはまだしていないが、本学では数

億円程度になると予想されており、「競争的資金

による間接経費の取扱いについて」を部局長会

において定めたところである。

④この取扱いでは活用に当たっての留意点を四つ

に大きく分けており、１番目は、当該研究者に

まず３０％を無条件で配分すること、２番目は、

当該研究者あるいは関連する部局からの申請に

より総長が審査をして必要なものを認めること、

３番目は、科学研究費補助金等の外部資金が大

きくなってきてその処理に大変な人手を要する

のでその事務処理体制をつくっていくこと、４

番目は、全学的見地から使うことであり例えば

訪問研究者の支援事業、内外の訪問研究者への

宿泊支援、ホテル支援等である。

⑤ここで決めた趣旨は、

・個々の研究者が外部資金を獲得するインセン

ティブを確保する。

・硬直的でなく必要なところに配分されるシス

テムにする。

・今後増加する外部資金の事務処理に対処する。

・全学的に活用する。

ということである。

⑥また、今年度から科学研究費補助金により非常

勤職員を雇用することができるようになりその

ための規程等も整備されたところである。

⑦次に本学の外部資金の受入状況については、平

成１２年度の予算額のうち基盤的経費は約 ２１３億

円であり、科学研究費補助金及び民間との共同
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研究等の外部資金等は約 ９４億円である。これら

の合計は約 ３０７億円である。したがって研究費

のうち ３０数％が外部資金等によるものである。

⑧科学研究費補助金の申請率は現在 １２９％である。

申請率は申請時の教官数を分母に、申請件数を

分子にしたものであり、毎年申請率が上がって

きているがおしなべて人文社会科系の申請率が

低い状況にありこれを上げていくことが一つの

課題になっている。

　次に、伊藤副総長から、次のとおり５項目につい

て説明があった。

１）男女共同参画を推進するための取組みについて

①平成１１年６月に公布・施行された男女共同参画

社会基本法にのっとり、本学においては男女共

同参画による教育研究の実践が２１世紀の本学の

命運を決定するという認識に立って「名古屋大

学における男女共同参画を推進するための提

言」を本年３月評議会で決定した。

②また、男女共同参画推進委員会及び男女共同参

画推進に関するワーキンググループを設置し、

この提言に基づいた具体的な方策を検討してい

るところである。

③ワーキンググループにおいては、各部局の男女

共同参画に関する取組み状況についてアンケー

トを実施するとともに、今後ヒアリングの実施

などを予定しているところである。

２）最近の本学の教育研究組織及び施設整備等の動

きについて

①平成１３年度の新規重要施策については本学が特

色としている部局横断的で新領域創出型の独立

研究科の第１期として大学院環境学研究科が新

設され、さらに、医学研究科の新専攻及び３研

究センターの新設である。

②学内措置された共通基盤組織については、最近

重要かつ深刻になってきた学生相談、学生の心

身の相談の問題及び学生の進路、就職の相談等

をも総合して学内措置で学生相談総合センター

を設置したほか、評価情報分析室、附属図書館

研究開発室を設置した。

③文教施設の整備状況については、平成１２年度に

６件、平成１３年度については４件の整備事業を

行っている。

３）新しい教育・研究組織の設置について

①教養教育院（仮称）の設置

・本学の教養教育は、これまで大きな成果を上

げてきたと考えているが、カリキュラム、授

業担当者が固定している現状では、新しい教

育的なニーズに対応できないという面がある。

・このような反省に立って、本学は教官全体が

教養教育の担当を予定している人材として登

録をする組織、これが教養教育院（仮称）に

おける「登録教官群」である。

・登録教官群という組織があっても教育が成立

するわけではなく、カリキュラムの立案、カ

リキュラムの評価、教材開発等の教育支援、

ＦＤと言われる授業方法の開発等を任務とす

る統括部を置くことが必要である。

・この統括部と登録教官群を合わせた大きな教

育組織が教養教育院（仮称）であり、現在、

この統括部は専任教官１０名、兼担教官１４名を

配置することを計画している。

②高等研究院（仮称）の設置

　　これは、世界屈指の学術研究を期待する研究

専念組織である。この研究専念組織が実効ある

ものとするために、本学としては環境整備をす

るとともに、必要な優遇措置を講じていくこと

としている。

③情報学研究科（仮称）の設置

　　部局横断的に創設する新領域創出型の独立研

究科を立ち上げ、領域型の研究科と整合的に発

展させることとしている。この第１号が環境学

研究科であって、情報学研究科（仮称）はこれ

に続くものである。現在、工学研究科、人間情
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報学研究科、多元数理科学研究科、情報文化学

部等の連携のもとに創設準備を進めている。

４）全国共同利用施設の新設・改組について

　情報連携基盤センター、アジア法政国際教育協力

研究センター、高効率エネルギー変換研究センター

の新設等について現在概算要求等の準備を進めてい

る。

５）事務機構の整備について

　国立大学と産業界との連携強化を強力に推進する

事務機構として研究協力部の設置を構想している。

　以上の説明の後次のとおり質疑応答、意見交換が行

われた。

　以下主な意見等（以下、◎は会長の発言、○は委員

の発言、△は大学側の発言を示す。）

◎　間接経費が今年からいわゆる競争的資金に付加さ

れたというのは、大変大きな前進だと思うので、是

非活用していただければと思う。先ほどの「競争的

資金による間接経費の取扱いについて」では、当該

研究者の研究環境の改善に必要な経費について３０％

を目安として認めるとあるが、要するに間接経費全

体を１００％としてその３０％ということか。

△　そのとおりである。本学では財務委員会において

検討し各部局の協力を得て７対３にした。７は全学

のために使うということである。

◎　私の個人的な感想では３割というのは適当な線で

はないか、もちろん、全学的な環境整備の中で大き

いものは結局は当該研究者に裨益するものが当然含

まれるから適切な判断ではなかろうかという感じが

している。そうすると、その事務費が２０％というの

も間接経費全体の １００％のうちから２割程度という

ことか。

△　これは２割程度ということである。

○　科学研究費補助金の大学別新規採択分の一覧表が

あるが、地の利に比べて名古屋大学が７番目で低い

という感じがするがこれは何か理由があるのか。

△　教官１人当たりの内定件数でみると本学は５番目

である。今後申請の割合をもっと上げるように努力

する必要がある。

○　国の競争的研究費や外部資金の資金確保は大事な

ことである。そのためには研究・教育上何をするか

ということが重要である。

△　その点は十分よく考えてやっていく必要があると

思っている。

○　法人化問題等について今後のタイムスケジュール

はどのように進んでいくのか。

△　文部科学省においては初めは早くても平成１６年度

から法人化ということであったが、平成１５年度から

二つでも三つでも先行させたいというような動きが

あると聞いている。国立大学協会においては理事数

名による「将来構想ワーキンググループ」をスター

トさせ月３回ぐらいのペースで文部科学省が制度設

計を先にされる前に国立大学協会側として主張すべ

きことを主張していくとしている。

○　情報学研究科（仮称）について、文系、特に経済

等の分野が含まれていないのは非常に疑問である。

△　今回、情報学研究科を構想するに当たって、工学

部の情報工学系、及び人間情報学研究科を中心にし

て出発した関係がある。現在平成１４年度の概算要求

の中では、工学研究科及びその他の三つの研究科、

学部等から人を出して情報学研究科を構想している

が、これは言われるとおり経済等がここに加わって

いくことが、情報学研究科の発展にとっては必要な

ことであり、まず、こういう形で出発するが、進化

性のものとして考えていきたい。なお、環境学研究

科の場合も同様であるが、環境学も情報学も２１世紀

型のディシプリンだと考えていて、既存の領域のど

の分野が入っていて、そのテリトリーはどうかとい

うことはこれからつくられていくものだと考えてい

る。

○　環境学、今回のこの情報学その後の生命科学もそ

うであるが、やはり３０年後か５０年後ぐらいのイメー

ジをつくっておいて最終的にはここへいくというよ



１０

うなものが描かれていてそれがステップツー、ス

テップスリーのいつの段階になるかわからないが、

そこへ全体としては名古屋大学はいくのだ、その間

は、既存部局連携で連携をとりながら最終目標あた

りを一つイメージを置いて進めていくことが重要だ

と思う。コンテンツ等非常に大事で文系（特に経済）

の果たす役割は大きいと考える。

△　２１世紀型の学問の領域については１０年先、１５年先

のあるべき姿を描くことは難しいと思う。しかし３

年とか５年を一つのマイルストーンとして考えるこ

とは重要でありそういう意味では計画的にやってい

こうと思っているが、情報学というような学問が

ディシプリンとして本当に成り立つのかどうかこれ

すらもわからないと思っておりマイルストーンを置

いて見直しをかけながら進めていきたいと思ってい

る。

◎　情報工学研究科、情報科学研究科ではなく情報学

研究科とされたというところにご苦心があろうかと

思う。情報学研究科の構想をみると委員の言われる

ように、工学研究科だけがクローズアップされてい

るのでご意見には同感するところがある。また今後

良いものにしていただければと思う。

４　諮問事項の検討について

　大�会長から、諮問事項については、事務局の方

で各委員のご意見を事柄として整理をさせていただ

いたものを素案としてお届けをしているので主とし

てこれに即して検討いただければと思う、その前に

追加・修正等のご意見をお寄せいただいているので、

各委員からその主眼点をお話いただきたいと説明が

あった。

○　名古屋大学が総合大学であるという立場から応用

的な分野も基礎的な分野も健やかに育つということ

がまず一番の必要なことであり、またその長所が生

かされるように教育も行われるべきだと思っている。

第２の問題は、長期的に見ても世界的に受け入れら

れるような施設というものを考えてほしい。そのと

きに中に住んでいる学生や職員が常時使う空間とい

うものの質を上げていただきたい。全体として見た

ときに、非常にきれいな部分があるということだけ

ではなく日常生活の上で良い空間をつくってほしい。

それから大学のＰＲとして、名古屋大学が中部地区

だけに埋没しないためにもいろいろな手段でＰＲを

してほしい。特にインターネットは高校生に向けて

魅力あるホームページであってほしい。最後に大学

の空間に若手の研究者で必ずしも大学の職員でない

人が研究の場を持ち得る何らかの方策をとっていた

だきたい。オーバーヘッドもそういう方向へお使い

いただく配慮があったら良いと思う。

◎　研究者に場所を提供するというイメージは、つま

り生活費、研究費等は他から得ている人ということ

か。

○　そういう意味である。現在、大学の職員になれな

い研究者がたくさんいる。

◎　大学がオファーするという意味ではなくて例えば

研究契約とかいわゆる競争的資金を得た人に名古屋

大学で研究を認めるという意味か。

○　そうである。

○　多分、大学は非常に大きくこの二、三年を契機に

して変わっていくであろうし変わらざるを得ないの

ではないか。その中で名古屋大学は積極的に先頭を

泳いでいっていただきたいと思う。今後のいろいろ

な改革を受け身ではなくて前向きにとらえて大学の

進化につなげていくことが是非必要ではないかと思

う。そのためには少しユーザーの視点に立って検討

してみる。その結果、大学はどのような方向に行く

べきなのか、どのようなユーザーを考えれば良いの

か、そのユーザーは何を望んでいるのか、そういう

ことをある程度皆で具体的にイメージしながら改革

の方向性の一部、あるいは全部を決めていくという

ことが大切ではないかと思う。二つ目は、例えば法

人化されたときに現在と何が変わってくるのかまだ

非常に見えてない部分がたくさんあるように思う。
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さらに今度民営化するというようなことになってき

たら何を変えなければいけないのかということを論

議し、問題点をクリアしていくことが必要ではない

かと思いこのような提言をさせていただいた。

◎　特にユーザーの立場からという提言はニーズをさ

らに明確にとらえて検討してはどうかというご意見

である。ご欠席の委員のご意見は事務局長から紹介

願いたい。

△　１番目は、ニーズ・オリエンテッドの研究及び教

育の推進についてである。視野の狭い専門家ではな

く複数の目を持った視野の広い専門家を育てること

が大事でありそのために、いわゆる「全人教育」が

必要である。大学院への受け入れに当たっては広い

ものに対応できる基本的能力を判断するために、語

学や数学、文章を書く能力を重視するべきである。

一つの分野についてしっかりと能力がついているか

ということも見る。日ごろから教官がその辺の必要

性を学生に強調する。従来から実施している単位互

換制度を拡大して単位互換制度の一括・包括協定の

締結が有効であるというご意見である。２番目は産

官学協力の推進についてである。ＴＬＯなどを活用

しベンチャービジネスを起こせるような教育環境を

整える必要がある、ものづくりの中心としての名古

屋圏では、新たにものづくりのベンチャーに対して

の支援体制を整備することが大事であるというご意

見である。

◎　具体的なご提案として、おそらく二つの専門とい

うのは複専攻制度の導入ということだろうと思う。

複専攻制度の導入、それから基礎学力、いわゆる３

Ｒ（reading,writing,arithmetic）に近いことを重視

しろという二つの提言が特色だと思う。

○　諮問事項２「ユーザーの視点に立った研究及び教

育の在り方」については、ニーズ・オリエンテッド

な産官学の連携の場をつくるべきということがまず

教育・研究面ともにお願いをしたわけである。特に

教育面では、在学生が最大のユーザーということで、

最も大きな母集団として在学生をユーザーと考える

ような教官側の意識改革が急がれるということが出

発点であり、学生と教官の間の双方向性、教官側が

自分のお客さんなのだ、そのお客さんをどう育てて

卒業させるか、卒業後もどこまで意見を聞いて育て

るか、また、自分の教育上の諸問題も改革していく

かという中に、一番のポイントがあるのではないか

と思う。研究関係では、他の地域に比べてこの地は

官と学の連携軸がまだまだ細いのではないかと思う。

このあたりの連携軸がもっともっと太くなるのでは

ないか、名古屋大学にとってのユーザーというのは

この地域の行政ではないかなという感じもしている

が、行政というのは、究極、その行政がみている県

民・市民だと思う。そういう人たちへの行政サービ

スを、大学側がどのように研究・教育上、特に研究

上サポートできるのかなと思う。先端技術共同研究

センター、あるいはその対面としてのＴＬＯもでき

たのでそうした機能と科学技術交流財団やベン

チャーでいえば中小企業センター等との連携がもっ

ととられると大学側の研究等の在り方論もまた中身

が変わってくるのではないかと思う。諮問事項３「学

外との連携交流の強化」については、官と学、行政

と学の連携軸、そういう環境、場づくりまた具体的

施策の整理と共同作業なり双方向での連携軸がとら

れることが望ましいのではないかと思う。諮問事項

４「責任ある運営体制の確立とそのアカウンタビリ

ティーの向上」の大学の運営方法の在り方について

は、やはり既存の部局中心主義ではもう競争力はな

い、総長以下のもとでの全学経営に全員がどう早く

意識改革でき切り替えられるかということが最重要

ではないかと思う。情報基盤整備については、ハー

ド・ソフト上、その構築したものの中に次のステッ

プになるような研究要素を内蔵して構築してほしい

と思う。なお、諮問事項３及び４については、産・

官に比べ大学はまだその緒についていないので双方

向性の確保・充実が重要であると理解している。

◎　「在学生が最大のユーザーである」というのはご指

摘のとおりだと思うが、「産業界あるいは地域社会が
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ユーザーである」という場合の「ユーザー」と多分

意味が違ってくるので、そこをどう区分してこれか

らご検討いただくかということが大事ではなかろう

かという印象である。

○　ユーザーは一体だれだということをもっと深く論

議をする必要が大前提としてあるのではないかと思

う。それをあまり決めてかかるというのは良くない

ので是非いろいろな人の意見を集めながら具体化し

ていくという作業が極めて大切であり、その結果、

名古屋大学はどのユーザーを最大のユーザーと考え

てそういうところの特色を引き出す政策の決定とい

うか重要性判断をやっていく必要が出てくるのでは

ないかと思う。先ほどの参考資料の国公私「トップ

３０」を世界最高水準の大学にするのだという文部科

学省の方針があるがさりながら総合大学として残れ

ば何でも全部すべてのユーザー、すべてのレベルで

総合化すれば良いということでは今後の競争原理の

中では生きていけないのではないかという感じがす

るので、その辺をもう少し地道に本当のユーザー、

名古屋大学が応えるべきユーザーはだれだというこ

とを真剣に詰めるべきだと考えている。

◎　大変もっともなご意見で、後ほど全体のまとめの

際に是非ご議論いただきたいと思う。要するに、大

学側を教育研究というもののプロバイダーだと見た

ときに教育研究サービス自体のユーザーということ

に立った場合の考え方と、卒業生なり、研究成果な

りというもののユーザーと分けて考えた方が良いの

ではないかという感じがする。もう一つはおそらく

大学の立場からすれば社会全般というか先生方の教

育なり研究の成果というのはいわば社会のカル

チャーなりあらゆる文化、社会生活関係に浸透して

いくというような意味でのことも含めて多分あるの

で、その意味で、委員の言われるようにそこをただ

漠然と言っ放しにしていたのでは進歩がなく組織的

な検討というのを一度くぐるとまた議論が進化する

というような感じがする。

【休憩】

◎　事務局から整理をしていただいたまとめの素案を

もとにご審議いただきたい。まず、諮問事項１の

「名古屋大学の今後の発展の基本的な方向」である

が、考え方としては、学術憲章という立派な方針を

お持ちであるが、それをより具体化して今後の発展

の基本的な方向を明示する必要があるという点では

大体異論は各委員ないかと思う。以下、大雑把に分

類すると、一つは、教養教育重視ということが共通

してある。ただ、これは教養教育というのが非常に

いろいろな意味にとれる問題であるのでもう少し考

えを共有をさせていただく方が良いのではないか。

２番目には、国際的な研究者の育成、研究分野の創

造というピークづくり、その次のベンチマーキング

というあたりは具体的な発展の目標というものをで

きるだけビジュアルにすることが大学の発展を助け

るのではないかということかと思う。その背景にな

るのが企画・戦略体制の確立ということではなかろ

うか。経営機能の重視と財政基盤の確立は大変重要

な指摘であるが、おそらく場所としては後の運営体

制の方に位置づける方がよろしかろうという感じで

ある。それから、キャンパス・施設の整備、これは

極めてもっともな話であるし複眼的視野というのは

先ほどの教養教育の充実というところと一緒に検討

いただければと思う。優秀な学生の確保というのは

これは確かに重要な視点である。総じてご意見が共

通しているかと思うが、一つ確認をしたいのは、教

養教育ということでどういうイメージを持たれるか

ということである。これは大学の方で既に教養教育

院の設置という新しい構想をお持ちなわけであり参

考資料に「全学教育は、全学共通教育を発展的に解

消して、学部間に共通で、本学学部教育の中枢に位

置し、初年次から４年次に至る『教養教育』、高等

学校教育との積極的な連携を図る『初年次教育』、各

学部で行われる固有の専門教育と有機的に連携する

『専門基礎教育』とから成る」とあるが、これは、

基礎セミナー、基本主題、言語文化、開放というも

のを改造してこうされるというように理解してよろ
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しいか。

△　そのとおりである。

◎　そうすると、その初年次から４年次に至る教養教

育の中身はどういうものとして構想をしているのか。

△　平成６年４月にいわゆる一般教育と専門教育とい

う教育区分を廃止して、４年間の教育システムの中

で全学共通教育というものを立ち上げてきたが、現

状において初年次の教育を一つ大きな教養教育の柱

にしなければならないと考えている。そのとき、現

在行われているインターディシプリナリーな基本主

題科目のようなものではなくて、ディシプリンのあ

るもの、すなわち科学教育等の理念を持つ教育シス

テムをつくっていく必要があるのではないか、これ

が私どもが考えている初年次教育である。また、基

礎セミナーは学生にも教官にも大変好評であり、こ

のような科目は高等学校までにはなかったわけで、

セミナー型式のフレッシュマンセミナーは、大変意

義があると考えている。それからインターディシプ

リナリーな科目は、１年生からではなく、高学年に

配置する必要があると思っている。そういう意味で、

現在行われている全学共通教育を抜本的に改変した

ものとして教養教育を考えたいと思っている。

◎　要するに初年次については平たく言えば基礎学力

を涵養するというように考えて良いか。

△　基礎学力ももちろん涵養しなければならないと思

うが、それとともに科学リテラシーも含めたいろい

ろなリテラシー教育が必要であると考えている。

◎　つまり基礎学力、要するにそれは大学生共通、専

攻分野にかかわらず共通として考えるわけか。

△　そのとおりである。

◎　それから専門と関連するのは専門基礎として位置

づけるとすると依然として教養教育は何ぞやという

疑問が残るが。

△　教養教育は２年生ぐらいからむしろ始めたらどう

かと考えている。

◎　ここでは初年次からと書いてあるが、それは２年

次からか。

△　教養教育は１年次も一部入るかとは思うが、中心

は２年次以降４年次までと考えており、私どもとし

ては、せっかく始めた基本主題科目、これはインター

ディシプリナリーな立場での科目であるが、もう少

し精選して学生に提供する教養教育の科目の一つと

して考えている。

◎　そうすると、要するに主題科目、総合科目の中身

をさらに改善してと理解して良いか。

△　そのとおりである。

◎　わかりました。大体、大学では以上のようなこと

を考えているが、各委員のご意見の教養教育の充実

という観点から、今のような話で満足なのか、困る

という点があったらご指摘なりご意見をいただきた

い。○今の説明を伺っていてもこの初年次から（今

の説明では２年から主にするという）４年次にわた

る教養教育の中身とは何なのかがもう一つ具体的に

つかみにくいが。

△　説明が難しいことであるが、教養教育の中で大き

な柱として学生の学問的な自立、あるいは学問をす

る自立性の涵養というものを大きな要素にしなけれ

ばならない、それがまず初年次において行わなけれ

ばならない。次に専門基礎とは若干異なるいわゆる

科学リテラシー教育である。これまで、文系の学生

には文系的なものを一貫して教育し、理系の学生に

ついては理系的なものを一貫して教育し、学際的な

教育を加えるというのが実体であるが、もう少し科

学リテラシー教育等のものについて、全学対象に行

うようなシステムが必要であろうと思っており、そ

れは教養教育の大きな柱として考えられるのではな

いかと考えている。それから学生が広い視野を持つ

必要があるという点でも、教養教育として行わなけ

ればならない柱があると思っており、高学年になっ

た学生は、自分の専門性に根ざした一定の学問的資

質を培っており、その際、学問分野間にある様々な

問題を学生に教授するということは意味のあること

ではないかと考えている。それらを考えて１年から

４年にわたる教養教育というように名付けているわ



１４

けである。

△　２点申し上げたい。「教養」というものの定義は

非常に難しいと思う。しかし、私どものところでは

どうしても必要な基礎的な部分、物理にしても数学

にしても他の分野にしてもそれを全部専門教育の一

部と考えており、非常に抽象的に言うと幅広い分野

で心が豊かになるようなものを「教養」と言ってい

るが、例えば工学部の学生がそういう意味で基礎、

あるいは教養として何をとるべきかというようなこ

とを考えていきたいということが１点。もう１点は

教官の方の意欲と情熱であり、初年次で今までなか

なか成功していなかったのはその点が不足している

のではないかと思う。科目によって受講者の人数を

どうするかとか大学を選ぶときにこういう先生の講

義を受けたかったのに、全く受けるチャンスがな

かったということがあるので、むしろ初年次に幅広

い問題を講義される方は高名で非常に経験を積んだ

教官をそこへ充てていって、しかもそれが教育をす

る方に誇りを持ってやれるようなシステムをつくっ

ていきたいと思っており、まずシステムづくりを中

心にやっている。こういう教養教育に関しては全学

でやるというシステムを今非常に苦しみながらつ

くっている。もしこれが成功しなければ大学の中の

学部の再編とかあるいはこれから生じてくるかもし

れない他の大学との合併とかコンソーシアムとかそ

ういうことはほとんど無理ではないか。その意味で

この教養教育の組織づくりと教官の熱意をどのよう

に喚起していくかということは大学改革の中心であ

ると考えている。

◎　これは私の個人的な意見であるが教養問題という

のが戦後ぐるぐる回りをしてきたのは、やはりレト

リックに頼るのではなく実際どうやるかという具体

的なことまで突き詰めないとなかなか進まないだろ

うと思う。だから是非具体的なこと外国語なら外国

語をどのぐらいたたき込むのかとか、あるいは複専

攻制度を導入するのかしないのか場合によったら他

の学部の履修を義務づけるとか、実行可能でわかり

やすいシステムというのを内在させる。主題科目に

頼るというのは一つの問題解決型の学習を通じてと

いう総合科目というのは非常にメリットがあること

はよくわかるのであるが、それにすべての球を入れ

てしまうとそんな素晴らしい先生が常に全学生のた

めに得られるという保証はないので、総合科目、主

題科目というのが教養科目の中心だと言われると非

常に危なっかしいという感じがする。

△　会長が言われることは、これまでの反省として受

け止めている。素直に言って教養教育を定義をせよ

と言われてもなかなか難しいことであるが、１８歳の

学生に対しては、ディシプリンをはっきりさせてお

いた方が良いのではないかと考えている。また、今

の学生の最も劣る点は論理的な思考性に欠けている

ということがあり、それを補強するのも教養教育の

大きな柱ではないかなと思っている。もう一つ先生

が教養教育を担当するための環境づくりをしていか

なければならないと考えて、この教養教育院という

構想を出したわけである。先生方が教養教育等に力

を入れるためのインセンティブは何であるか、ある

いは教養教育院統括部というところに配置された先

生のインセンティブは何かについて具体的な議論に

入ろうとしている。

○　良い先生魅力ある先生が学生のいろいろなことを

配慮した魅力ある講義を提供する、それに向かって

いろいろな制度やシステムをつくることは大学側と

しては当然のことだと思うが、教育というのはする

方とされる方が共に意欲を持って臨まなければ成果

は上がらないのではないかと思う。したがって教養

教育を受ける喜びみたいなものあるいは何かもっと

インセンティブがあるとか受ける側が意欲的に取り

組むようなことを考えないとロジカルに組織的に用

意されたカリキュラムだけでは、人間の最も本質的

なところには迫られないのではないかという気がし

ている。

◎　この問題についてご意見もあろうかと思うが時間

が詰まっているのでこの問題を含めて「今後の発展
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の基本的な方向」に記載のご意見については特に異

論がないということでよろしいか。

○　名古屋大学は、中部というフィールドの中にある

大学であるし、先ほどからユーザーのご意見とかあ

るいは行政との連携などのご意見もあった。そうい

う意味で地域との連携、地域と結びつくというよう

な方向性が今後の発展の方向という整理の中で位置

づけておいていただくと良いのではないかと思う。

◎　中部地域の教育研究の中心拠点でありかつ全国的

世界的なということか。

○　それと地域と連携し地域に貢献し大学が地域の発

展とともにあるというような意味合いである。

◎　他に注意はあるか。

○　大学へ入ったときにこれから人間として生きてい

く上で今まで考えなかったこういうことだけは考え

ていかなければならない、また、どういうことを考

える必要があるかというようなことについてじっく

り考えてみる。例えばクリーンなエネルギーをどの

ように確保していくかというのが大きな課題なのだ

と、本当の専門的なところに入ることができなくて

も、今、自分たちはどういう課題を抱えていて将来

に向かってこういう勉強も必要だ、こういう学問も

必要だ、平和を確保するためにはこういう哲学の分

野、文科系ではどういう課題を抱えているのだと。

課題を例えば ２００とか ３００、あるいは自分たちの人生

を豊かにしていく方法として２００ とか ３００、その全て

を学ぶということはできないわけであるがそういう

ものをずっと復習をしてその中から自分はどういう

道を選んで人類に貢献していくのだ。そういう学ぶ

動機を発見するというか、そういった観点も教養教

育の中にありそうな感じがする。

◎　委員のお話は先ほどの学生のニーズいうところと

極めて密接な関係があると思うし主題科目の在り方

ということにもなるのだろうと思う。

△　今、委員が言われたことは、私どもでは基礎セミ

ナーという学生が自ら調べて学問的な動機をそれを

勉強している間に把握するという初年次における非

常に少人数のセミナーを行っており、学問的な動機

を発見するという意味では効果の上がっている授業

であろうと考えている。

◎　「ニーズ・オリエンテッドの研究及び教育の推進」

というところは、具体的なご提案として、委員から

そのための検討会をつくってしっかり検討したらど

うかということである。今の時点でどういうニーズ

があるかということを運営諮問会議の開催頻度では

とても責任を持てる意見はなかなか出しにくいと思

う。やはり大学側として社会ニーズということを考

えていただく機会というのは非常に貴重なんだろう

という感じがするし今後の再編成に向けての基本的

なデータとしてもこういう検討会を設けることは有

意義ではないかと思うので、委員の提案に賛成であ

るがいかがか。それでは、この部分は、ニーズの把

握ということは非常に重要でありそのための検討会

のようなものを設置をして組織的に大学で検討いた

だきたいということを骨子にまとめさせていただこ

うと思う。その際に学生からのニーズを教育にどう

反映するかというのは委員が先ほど言われた双方向

の問題の一つとして別に扱わせていただくという了

解でよろしいか。それでは、なおかつここで特にこ

の際強調しておきたいことあるいはご注意をいただ

くことがあればご意見をいただきたい。

○　「ニーズ・オリエンテッドの研究及び教育の推進」

の中で、『「教育」へのニーズ』というタイトリング

が少し気になる。「ニーズ及び具体的施策」とか、何

かニーズだけではないようなこの運営諮問会議のレ

ポーティングに当たってニーズだけを言えば良いの

ではないという気もしている。

◎　言われるとおりである。ただ、委員のご指摘は私

の感じでは今後の発展の方向、教育の在り方という

ことで、教養教育のことが中心になっているが、当

然、専門・教養も含めた在り方ということについて

の委員のご意見というものが今後提示をされるべき

だと思うので、今後の発展の方向の教育の在り方の

ところで、もしうまくまとめられれば、委員のご意
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見をさらにいただいて入れさせていただくようにさ

せていただければと思うが、よろしいか。それから

「産官学協力の推進」についてはここで特にニーズ

の中でも産業界あるいは委員の言われる地域社会と

いう意味での産官学協力という問題があって、この

辺については事務局の方で現にどうしているかとい

う資料を用意をいただいているので事務局長から簡

単に紹介をいただきたい。

△　産官学連携の全体のしくみについては、名古屋大

学を中心にして国と愛知県と企業、産官学というこ

とになる。国のサイドから言うと具体的に八つの特

殊法人ないし独立行政法人から主として受託研究と

いう形でいただいている。愛知県との関わりである

が、本学としては直接的には科学技術交流財団との

間で受託研究あるいは共同研究、振興公社との間で

はこれからであるが連携を大学との間で行うという

ことである。企業との関係であるが、直接的には受

託研究、共同研究、奨学寄附金、こういうものを中

心に受け入れている。もう一つは中部ＴＬＯを介し

て技術移転、情報提供、コンサルティングを行って

いる。なお、これらを受け入れるあるいは連携をす

るに当たって、本学としては先端技術共同研究セン

ター、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを設置

し運営を行っている。事務的な窓口としては研究協

力課を設置している。先端技術共同研究センターは

産官学の連携の機能を発揮するための施設として設

置されているものであり大きく分けてリエゾン分野

とプロジェクト分野がある。また国有特許であるが、

本学の赤崎名誉教授が在職中に特許をとられて、国

有特許で平成１２年度に２億 ５,４００万円の収入をもた

らしてそのうち１億円あまりが名古屋大学に配分さ

れている。このようなものがオフィシャルな意味で

の産官学の連携の概要である。

◎　特許の実施料収入というのは、２億 ５,４００万円儲け

て１億円しか入ってこない。それはルールがあるの

か。

△　５０％である。

◎　それは、直していかなきゃいけない。名古屋大学

が大いにやっているというのは今の説明で理解でき

る。何かご意見ご質問等があればお願いしたい。

○　科学技術基本計画であるが政府研究開発投資が５

年間で２４兆円に拡充するということで私どもの科学

技術交流財団を通じて各省庁がいろいろな試験研究

を委託してくる。例えば文部科学省が研究成果活用

プラザというのを名古屋市南区につくってそこで大

学と連携しつつ研究支援活動をやるとか、また、知

的クラスター創出事業の候補地としてこの名古屋地

域と豊橋地域が対象になるなどいろいろなことが錯

綜してくるわけである。そうするとそれらを調整す

るコーディネーター役、情報を整理してディストリ

ビュートする方がたくさん必要になってくる。そう

いう意味で、事務局に研究協力部を充実されるとい

う話も聞いたが、そういう人材、また情報管理、情

報交換をするしくみを大学サイドでも充実していっ

ていただき、また行政の方もそういうことに努力す

ることが特に必要ではないかと思うので、まとめの

中でそのような意識を強めていただければ思う。

◎　言われるように各省いろいろ良いことをお考えに

なられるが、受け止める方は一つだということで、

迷惑なり混乱を生ずる場合が間々あるやにも聞いて

いるが、是非、モデルケースで愛知県あるいは隣県

も含めての中部地区と大学、産業界で逆に言えばい

ろいろな施策を使いこなしてうまく成果を上げるよ

うな体制をお組みいただけると良いのではないかと

いう感じがしている。科学技術基本計画の中での産

官学協力の基調は賛成であるが要するに産学の壁を

低くして何が今チャレンジする問題かということを

共有するために人材交流なり何なりをやりやすくし

ようではないかという方向が出ている。やはり学外

との人事交流というのをもう少し活発化していただ

くと問題意識を共有するということがやりやすくな

るんではないかという感じがするのでその点も報告

には盛り込ませていただければという気がする。

○　ＴＬＯのところで２、３点申し上げたい。まず、
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１点目が、東京都を含めて他地域と特徴的に中部Ｔ

ＬＯの違うところは企業群のライセンシングはどこ

もやっているのであるが、中部が特徴的なのは技術

相談・技術指導、ここのところを相当力を入れて発

足しているということ。それから私のレポートで全

学組織体制に急いでほしいと言った趣旨は、外との

窓口的なこと学内での研究上の全体コーディネー

ター機能等も含めてリエゾン分野のところだけは、

早く農学・医学部等も含めて全学組織体制にされた

方が良いのではないか、是非このあたりは東北大学

並みぐらいに早く全学機能強化されることが望まし

いのではないかということである。それから、先端

技術共同研究センターのリエゾン分野と中部ＴＬＯ

がまだできて１年だということも含め県の科学技術

交流財団、あるいは、ベンチャーでいえば中小企業

センターこのあたりの機能がもう少し直接的に連携

がとられるという中でいろいろなライセンスも含め

たトランスファーがスムーズに産業界にも移ってい

くのだろう思う。その意味で国立大学と地方自治体

の連携強化を是非お願いしたい。

◎　各委員のご指摘はいずれももっともだと拝聴して

いるがいわゆるベンチャービジネスを起こすことに

ついての大学の役割をどこまでのものと考えるかと

いうのは私はどうも懐疑的で、特に学生に対して起

業家になるような教育をしろとは一般論としては良

いが、それを特化した形でやるとそれが大学の基本

方針の一つだというのは行き過ぎているのではない

かという印象を持っているがいかがか。アメリカで

も先生方が自分の発明を持って大学を飛び出してベ

ンチャーを起こされてそれで失敗したらまた大学に

戻ってくるという、むしろ失敗したときに大学に戻

りやすいようにしてあげるとか、学生の場合には、

失敗したときに拾いようがないわけであるから少な

くとも十やって九つは失敗するからベンチャーなの

でそうではなければベンチャーではないわけである

からそういうものを大学の主任務としてはなかなか

位置づけにくいというのが私の感想である。

○　スタンフォード・リサーチ・インスティチュート

（Ｓ・Ｒ・Ｉ）というようなしくみとこのＴＬＯの

しくみとは本質的に違っているが、例えば我々があ

る開発をしたいというときに日本の大学とやるより

はスタンフォード大学がなぜ良いかというとスタン

フォード大学の中にはネットワークがありそれぞれ

の優秀な卒業生が小さなカンパニーをたくさん持っ

ていてそれが非常に有機的に連携されていてすぐで

きるのである。おそらくそれまでやってくるにはこ

れからトライ・アンド・エラーがないと役所から金

をもらっているうちは良いのであるが、そういうも

のだけではだめなので時間が解決するのではないか。

その時間をできるだけミニマムにするために何をし

たら良いかというとＳ・Ｒ・Ｉのような機構が最初

のころどういうトラブルがあってどうしたかという

人の歴史を研究されてエッセンスの部分だけをここ

へ取り入れる形が必要ではないかという気がする。

ただ、会長が言われたように学生が起業をしてうま

くいったというケースはそれは千に三つとか五つな

らあるが、しくじったときにそれをもう一度温かく

迎えるという風土がなかなか日本にないからそれを

どうしてあげるのかということを考えておかなけれ

ばいけないのと行ったり帰ったりということをかな

り認めてあげるようなカルチャーにしていかないと

実際はなかなか大変ではないかという気がするが。

△　言われるとおり、大学としてまず学部を超えた教

官の間の情報交換がもっと緊密に行えるように努力

していくことが一つのベースであると思っている。

今、教官同士が一体何をしているかそこをまず固め

ないことにはうまくいかないなという感じがしてい

る。

◎　「高校との連携・相互理解の強化」について、ご

意見をいただきたい。

○　「大学の特色の紹介、求める学生像（アドミッショ

ン・ポリシー）の明示」については、平成１５年度か

ら新しい指導要領が導入されいわゆる総合的な学習

の時間というのが高等学校においても導入されるこ
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ととなったが、総合的な学習の時間というのは幅広

い活動を許されており、特に名古屋大学を目指すよ

うな進学校においては、在り方、生き方、進学先に

ついての勉強という使い方が多くなってこようかと

思う。それに絡んで、既に体験入学・講義の公開な

どをやっていていただくわけであるが、一層その必

要度が増してくるので高等学校から大学の方に期待

を申し上げたい分野であると理解いただきたい。「入

試の一層の改善」については「入試問題の適切な出

題を可能にする入試体制の一層の充実」とさせてい

ただいたが、その入試の体制というのは一つは組織

の問題としてもう一つは評価の問題としてお願いで

きたらありがたい。組織については大学の中にそう

いう組織を持たれるということと、もう一つは、大

学と外部との間にそういう体制を組んでいただける

とありがたい。評価については、入試に対する評価、

入試という仕事に対する評価を加えていただくと適

正な入試が実行できるのではないかと考えている。

なお、「大学と県・市教育委員会あるいは高校との

検討会議の設置の検討」については、「あるいは」

を「並びに」としていただいた方が良いかと思う。

愛知県であると総合教育センターという教科教育に

ついて研究している組織、そういう「教育センター

の職員、並びに高校の現場を預かっている職員」と

理解いただきたい。

◎　相互理解は高校の教育課程が非常に多様化してき

たわけであるので特にこれから大事になるだろうと

思うが、同時に大学の立場としては発展の方向のと

ころにあった、やはり優秀な学生を国内外から確保

するというのは基本的に重要なことにもなろうかと

思うのでその両方を配慮しながらどういうアドミッ

ション・ポリシーをお立てになるかということかと

思う。次の「卒業生との連携交流の強化」、これはもっ

ともなことで特に留学生のフォローアップというの

は大事な話であり異論はないと思う。最後の「運営

体制」の問題、ここのところは、委員からまだご意

見を述べていただいていないのでまずご意見を承っ

てそれからご議論をいただきたいと思う。

○　この部分は、大体、昨年の大学審議会並びに国立

大学の法人化に伴う各種の検討委員会においてもい

ろいろと検討されているところであるが、基本的に

はやはり大学内部において意思決定の在り方を新し

い社会経済の変化の中に適合した形に変えていくこ

とが必要であろう。そのために、意思決定の在り方、

企画・執行体制の在り方、総長の権限及び選考方法

等について十分な再検討、特にその機能的な再編が

必要であろう。さらに、それに関連して自己評価と

管理運営との有機的な連携、大学の基盤情報及び

データ等の収集及びその有効な使用方法の開発、そ

のための体制の整備が必要であろうということを述

べた。ただ、この点については、先ほど松尾総長か

らもお話があったが、大学の法人化に伴って様々な

議論が既に具体的に進行している。ここの報告書で

どの程度でこれを盛り込むのかということについて

は、この会議でさらに検討いただいた方がよろしい

のではないかと思っている。

◎　ここで具体案までは、私どもの意見として申し上

げるのは少し時間がないしそこまでの自信が持てな

いが、やはり方向性は運営諮問会議としての意見と

して申し上げても良いのではないか。その際の基本

として委員の提案の経営と教学について責任を持つ

体制というものをそれぞれ確立してはどうかという

指摘などはその非常に大きな一つだと思うし、ここ

に書かれている企画・執行体制の確立というような

こともおそらく各委員一致した議論かと思う。ただ、

ご意見の中で、私がややわかりかねるのは、「研究、

教育の二つの体制に再編成し」というのは、これは

どういうイメージをお持ちか。

○　これは、前の関係であるが、多分、大学の機能と

いうのはこの二つに大別すべきで、それは全く違っ

たニーズとユーザーを持ってるのではないか。そう

するとそれに最も効率的に応えていくという在り方

はおのずと分かれていくのではないかという意味で

ある。
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◎　わかりました。要するに研究機能がひとり歩きし

ている部分があると。その部分はその部分として取

り扱った方が良いというように受け止めさせていた

だいてよろしいか。

○　その点については、私自身も少し疑問に思ってい

たが多分各国の高等教育の制度を見ていると実際に

学内を研究組織と教育組織に二つに分けてしまう例、

教員は研究面ではこちらに帰属し教育面ではこちら

に帰属するというような形で体制自体を分けてしま

うことも現在試みている大学もある。我が国では例

えば筑波大学などは多少似たような発想があると思

う。それからアムステルダム大学というのはこれを

全部２系列に分けてしまうというようなことを試行

している例も確かにある。それも一つの考え方かと

思うがもう一つの考え方としては大学の管理運営機

構に研究面で大学を見る担当の管理者がいて、もう

１人、教育面で大学全体を見る方がいるという形も

あるのではないかと思う。こういう発想は大変重要

だと思うがさらに具体的な方法についてはもう少し

検討が必要になってくるだろうと思う。

◎　ご指摘のように、筑波大学をつくるときの一つの

理念が教育機能と研究機能の分離でそれがうまく

いっている面もあるし必ずしもうまくいっていない

というところもあるというのが実情かと思う。それ

で特に大事だと思うのは今度の科学技術基本計画そ

の他もそうであるが、やはり大学の悪口を産業界は

いろいろおっしゃるが、しかし、期待もそれだけし

ておられていろいろご注文もあるわけである。ある

いは産業界のみならず地域社会からいろいろなご注

文が来る。その場合に主として研究面のご注文がわ

りあい多いのであるが基本的には教育機関であるか

らその基本のところはしっかりとやりながら研究面

の社会貢献ということをどうやっていくかというこ

とは組織上大変大事だと思うので、今の委員の話の

趣旨をできるだけ表現をするように努力をさせてい

ただきたい。また基盤情報等は言われるとおりであ

る。

　　大体各委員の意向を伺ったので、次回は最終まと

めの素案を用意したい。なお、素案は事前に各委員

に送付させていただくこととしたい。

△　大変熱心にご議論いただきありがとうございまし

た。これまでも先生方のご意見を現在のいろいろな

議論の中で活かしているつもりであるがやはり気づ

いていない点が何件かあった。そういう点これから

十分我々も考えてやっていきたいと思うので引き続

いてご指導をお願いしたい。

５　今後の進め方について

　大�会長から、次回、諮問事項について最終まと

めの素案の審議を行いたい旨提案がありこれを了承

した。

６　次回開催日について

　会議終了後、各委員との日程調整の上次回開催日

は平成１３年１１月２７日（火）（１０時３０分～１３時００分）と

なった。

以　上
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　１１月２８日、経済学部第１講義室において、「名古屋

大学の今後のあり方に関する説明会」が約２００名の教職

員の参加を得て開催されました。

　この説明会は、最近の大学を巡る情勢と本学の将来

構想のあり方について、直接、総長から教職員に対し

て説明を行うために実施しているものであり、今回で

４回目の開催となります。

　当日は、小池事務局長の司会進行の下、最初に松尾

総長から、国立大学の法人化の動き、国立大学の再編・

統合、大学の構造改革「トップ３０」を巡る最新の情報

についての説明及び本学のアカデミックプランの実現

に向けた取組の概要について説明がありました。

　引き続き、奥野副総長から、①高等研究院及び資格

教育院の設置に係る検討状況、②１１月１日付けで整備

された総長補佐体制、③来年６月に開催を予定してい

る名古屋大学国際フォーラムについて、また、伊藤副

総長から、１２月１日付けで学内措置により新たに設置

された教養教育院について、それぞれ詳細な説明が行

われました。

　説明会終了後には、参加者との活発な意見交換が行

われ、大学改革に関する本学の取組状況について学内

に周知を図る大変有意義な機会となりました。

名古屋大学の今後のあり方に関する説明会
（第４回）を開催
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　第９回科学研究オープンシンポジウムが、１１月２７日に

シンポジオンにおいて、教職員及び学外の各方面から約

１５０名の参加を得て開催されました。

　このシンポジウムは、学術研究の社会還元の一環として、

これまで８回にわたって実施されてきたもので、昨年度か

らは単なる研究発表を超え、２１世紀の学術研究とその公

共的機能のあり方について議論の場とする試みに取り組

んでいます。

　今年度は「大学と社会－知識の社会環流の研究」をテー

マに、森際　法学研究科教授（組織委員会委員長）による

趣旨説明、松尾総長によるあいさつの後、早川　先端技術

共同研究センター長、梶田　情報メディア教育センター助

手及び戸田山　情報文化学部助教授の３名の講師から、

大学の研究成果が社会に環流するあり方について、それ

ぞれの視点から講演が行われました。早川センター長は

産学連携のあり方について、梶田助手は大学発ベン

チャーの起業を行う立場から、戸田山助教授は哲学者とし

て知識の社会的性格について持論を展開しました。それ

らを受けたパネルディスカッションは、起業による知識環流

が２１世紀の大学のあり方にふさわしいものか、それとも注

意深く許容すべきものに過ぎないのかという点に集中し、

熱心に議論が行われました。

◎プログラム

○新しい産学連携のあり方を考える

　　早川　尚夫（工学研究科教授、先端技術共同研究

センター長）

○大学発ベンチャーには何が必要か

　　梶田　将司（情報メディア教育センター助手）

○冒険の心ー大学とベンチャー

　　戸田山和久（情報文化学部助教授）

○パネルディスカッション

　司会進行　森際　康友（法学研究科教授）

　　パネリスト　講師陣の他

　　　小川　克郎（理学研究科教授、環境学研究科長）

　　　牧野　純二（トヨタ自動車㈱法務部　部長）

　　　奥村　隆平（経済学研究科教授）

○シンポジウムのまとめ

　　山本　　尚（組織委員、工学研究科教授、情報メ

ディア教育センター長）

科学研究オープンシンポジウム（第９回）を開催
「大学と社会ー知識の社会環流の研究」をテーマに講演と討議

▲早川教授による講演 ▲パネルディスカッション
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　１１月２７日、教育学部附属高等学校において、高校１

年生を対象に松尾総長による「科学技術と環境」をテー

マにした特別講義が行われました。

　総長は、「環境を考えるには、文明を考えねばなら

ない。２０世紀まで私たちは様々なものを設計し、懸命

につくってきたが、安全性や経済性は考えてもエネル

ギーや自然の浄化力の有限性を考えてこなかった。こ

れらを考えに入れると、設計は困難になるが、自由競

争の時代から、環境との共存へむけて、ライフスタイ

ルの変更を伴うような大きなパラダイムチェンジが必

要である」ことを強調されました。さらに、「２１世紀

の科学技術を考えるには、文理融合が必要であり、領

域にとらわれることなく、俯瞰的に考えねばならない。

例えば、生命科学技術はさらに発展していくが、医学

のみでなく倫理学、心理学、社会学などとともに考え

ねばならない」という総長の講義を、生徒たちは記録

を取りながら熱心に聞きました。

　講義の後には、生徒から、附属学校の特設教科であ

る「総合人間科」において生徒一人一人が調査・研究

している内容と結びつけた質問が次々と出されました。

総長からは、生徒たちに対して領域にとらわれず幅広

く興味をもって欲しいというメッセージが送られ、生

徒たちにとって「科学技術と環境」を大きな視野で考

える機会となりました。また、教員にとっても、今後

の教育に必要な観点を再認識する貴重な機会となりま

した。

教育学部附属高等学校で松尾総長が
特別講義を行う



２３

　８月１８日に開催された第１２回日本数学コンクール及

び日本ジュニア数学コンクールの表彰式が、１１月３日

にシンポジオンホールで開催されました。

　当日は、受賞者及び父兄約１５０名が参加する中、午

前中に表彰式、午後に問題の解説と講評が行われまし

た。

　表彰式は、堀内守　名誉教授（コンクール委員会顧問）

の開式の辞に始まり、伊藤副総長（日本数学コンクー

ル委員会会長）、小川和夫　愛知県教育委員会指導主事

及び鯉沼良久　名古屋市教育委員会指導主事からのお

祝いの言葉があった後、伊藤副総長から６８名の小・中・

高校生に表彰状が手渡されました。今年は、昨年から

始まった論文賞に、高校生のみならず一般社会人から

も応募があり、金賞を子供が、銅賞を父親が受賞した

親子もあり、参加者から大きな拍手を受けていました。

　表彰式の最後には、数学の楽しさを知ってもらうた

めに、人間情報学研究科の大学院生、峯村健二氏によ

る数学に関連した手品が披露されました。

　また、午後に開催された問題の解説と講評には、表

彰に洩れた生徒も参加し、熱心に解説に聞き入るとと

もに、解説を行った大沢　数学コンクール問題委員長

（多元数理科学研究科教授）等に多くの質問が出され、

熱気に包まれた表彰式になりました。

日本数学コンクール表彰式を開催

▲伊藤副総長から表彰状を手渡される参加者



２４

　今年度のノーベル化学賞を受賞する野依良治　理学

研究科教授に対する愛知県学術顕彰の贈呈式が、１１月

１５日午前に愛知県庁知事室において行われ、神田真秋　

愛知県知事から賞状と記念品が贈られました。

　この顕彰は、主として愛知県を学術研究活動の基盤

とし、ノーベル賞又は同賞に匹敵する賞を受賞する人

に対する知事表彰で、平成２年に数学のノーベル賞と

いわれるフィールズ賞を受賞した森　重文　京都大学

教授（元本学理学部教授）に次いで二人目の受賞とな

ります。

野依良治　理学研究科教授に愛知県学術顕彰贈呈

▲賞状 ▲記念品

▲知事室において
　神田知事（右）から賞状を贈呈される野依教授



２５

　博物館では、野依良治　理学研究科教授の２００１年ノー

ベル化学賞受賞を記念して、第３回特別展「野依良治　

ノーベル賞への道」を１１月２３日から開催しました。こ

の特別展は、大学における研究成果の公開・展示とい

う博物館活動の一環として企画されたものです。

　これに先立ち、開催前日の１１月２２日にはオープニン

グセレモニーとして、足立博物館長の開催の辞、松尾

総長及び野依教授のあいさつの後、伊藤副総長及び小

池事務局長が加わり特別展のテープカットが行われま

した。引き続き内覧会が行われ、学内外の関係者やマ

スコミ関係者等多数の参加者で賑わいました。

　今回の特別展では、野依教授の研究内容を、とりわ

け次世代の若者に紹介することを重点とした展示とな

りました。

　なお、この特別展は、１２月１０日のノーベル賞授賞式

を挟んで、１２月２７日までの約１ヶ月間開催されました。

第３回博物館特別展
「野依良治　ノーベル賞への道」が開催される

▲展示物を見て談笑する野依教授ら

▲（左から）足立博物館長、小池事務局長、野依教授、
　松尾総長及び伊藤副総長



２６

　１１月２６日、東山地区に竣工した総合研究棟「IB電子

情報館」を記念して、式典及び祝賀会が工学研究科１

号館講義室で開催されました。

　この建物は、工学部１号館北館跡地に建設されたも

ので、平成１２年３月に着工、地上１０階、地下１階、延

床面積約１０，５２５㎡を有し，創造工学センター、工学研

究科の電気系の研究室等及び全学共用スペースとして

使用されています。特に、３、４階の全学共用スペー

ス部分には、全学に公募し決定するという新しい試み

が行われ、遺伝子実験施設、総合音響情報研究拠点

（COE形成基礎研究）、科学技術振興事業団権利化試

験プロジェクト及び赤�記念研究センターの多様な施

設等が配置されています。各研究室内は細かい間仕切

り等を減らしたオープンラボ形式を採用する等、教官

全国初の総合研究棟
「IB電子情報館」竣工記念式典が行われる

が使用しやすいように工夫された構造となっています。

なお、建物の通称名『IB電子情報館』は全学に公募し

て選ばれたもので、「IB」とは、「Integrated Building」

の略です。

　式典は、松尾総長の「この新研究棟で研究を高め産

学共同をより一層進め、広く社会の要請に応えること

を期待する」との激励の式辞から始まり、後藤工学研

究科長のあいさつに引き続き、小田島文部科学省大臣

官房文教施設部長（平井名古屋工事事務所長が代読）、

勝又医学研究科長から祝辞が述べられた後、鑄物施設

部長から工事概要の報告が行われました。

　式後には、新研究棟玄関前において、招待者、教職

員、学生等の見守る中でテープカットが行われ、１０階

の創造工学実験室等の施設見学が行われました。

▲テープカット　（左から）伊藤副総長、奥野副総長、後
藤工学研究科長、松尾総長、平井名古屋工事事務所長、
青木戸田建設㈱名古屋支店長、小池事務局長

▲式辞を述べる松尾総長



２７

　本年４月に設置された大学院環境学研究科は、創設

を記念し、１１月９日、市内のホテルにおいて学内外の

関係者２２０余名の出席を得て、創設記念講演会、記念

式典及び記念交歓会を開催しました。

　記念講演会では、「２１世紀を環境の世紀とするために

－環境学への期待－」をテーマに、真鍋淑郎氏（地球

フロンティア研究システム地球温暖化予測研究領域

長）による「地球温暖化と水循環」、辻　淳夫氏（藤

前干潟を守る会代表）による「干潟のいのちがつなぐ

もの－藤前干潟保全がもつ意味－」及び、内山田竹志　

トヨタ自動車株式会社常務取締役による「トヨタの環

境戦略」と題する３つの講演が行われました。この講

演会は、６月９日に開催された記念講演会「公害の原

点・四日市に学ぶ」に続く第２弾として開催されたも

大学院環境学研究科の創設を祝う

ので、大学院生や一般市民により、会場は満員の聴講

者で埋め尽くされ、熱気にあふれた講演会となりまし

た。

　記念式典では、松尾総長のあいさつに続いて、清水

潔　文部科学省大臣官房審議官、神田真秋　愛知県知事

（代読：新家県環境部長）及び合志陽一　独立行政法人

国立環境研究所長から、新研究科の設置と文理融合に

よる新たな環境学創造への期待を込めた祝辞が述べら

れ、最後に小川　同研究科長から、スライドを用いた同

研究科の概要紹介と関係機関等への謝辞、今後の抱負

などが述べられました。

　同研究科では、平成１４年２月にも、記念講演会の第

３弾「市民とともに築く都市環境（仮題）」を開催する

予定です。

▲松尾総長によるあいさつ（創設記念式典）



２８

　理学研究科は、このたび広報誌「理　philosophia」

を創刊しました。これは、社会との連携の強化を目指

し、理学部・理学研究科の教育・研究の情報を発信す

るもので、「親しみやすく、分かりやすい情報の提供」を

目標に話題の科学、最先端の研究、気になる講義紹介

や諸々の意見を掲載する交差点コ－ナ－等、高校生か

ら社会人へと幅広い読者層を対象に作られており、大

学と社会との間の情報と科学教育・研究への夢のかけ

橋として期待されています。

　なお、広報誌　「理　philosophia」はホームページ

でも見ることができます。

　ホームページ

　http://www.sci.nagoya-u.ac.jp/kouhou/index.html

理学研究科が広報誌
「理　philosophia」を創刊

　共通教育委員会では、１１月１９日に北海道大学、京都

大学及び山口大学から講師を招き、豊田講堂第１会議

室において、ワークショップ「専門基礎教育の在り方」

を開催しました。

　このワークショップは、教育改善推進費（総長裁量

経費）で予算措置された「名大教養教育改革の課題に

資する情報の収集と検討」プロジェクトの一事業とし

て開催されたもので、共通教育委員会委員１０名を含む

２５名が参加しました。

　ワークショップは、伊藤副総長のあいさつの後、池

田高等教育研究センター教授の司会のもとで行われ、

始めに池田教授から、専門基礎教育の理念、目標等に

関して趣旨説明が行われました。引き続き、山口佳三　

北海道大学大学院理学研究科教授、上谷宏二　京都大学

大学院工学研究科教授及び丸本卓哉　山口大学共通教

育センター長の三人の講師から「各大学における専門

基礎教育の現状と課題」をテーマに講演があり、その

後、参加者と各講師との活発な意見交換が行われ、今

後の本学教養教育の改善・充実を図るうえで、有意義

なものとなりました。

▲（左から）丸木　山口大学共通教育センター長、上谷　京
都大学教授、山口　北海道大学教授の各講師

ワークショップ「専門基礎
教育の在り方」が開催される



２９

　１１月１６日、セクシュアル・ハラスメント防止に関す

る啓蒙活動の一環として、教職員を対象に「セクシュ

アル・ハラスメント防止講演会」が開催されました。

　伊藤副総長（セクシュアル・ハラスメント防止・対

策委員長）のあいさつに引き続き、和田　法学研究科

教授（防止専門委員会委員長）による「本学における

セクシュアル・ハラスメント対策の現状について」の

解説及び佐野幸子　福岡女学院大学助教授による「セク

シュアル・ハラスメントとは何か」と題した講義と実

習が開催され、約１００名の教職員が熱心に聴講しました。

実習においては、４～５人のグループに分かれ、セク

シュアル・ハラスメントの俗説についての対応策を検

討し、参加者はセクシュアル・ハラスメントに対する

認識を新たにしました。

　１１月２０日、平成１３年度幹部職員研修が甲南女子大学

人間科学部の牟田和恵教授を講師に迎えて実施されまし

た。

　この研修は、部局長、評議員、部長、課長（事務長）

等の幹部職員及びセクシュアル・ハラスメントに関する各

委員を対象として、セクシュアル・ハラスメント防止専門

委員会との共催により実施され、約１２０名が参加しました。

　「大学におけるセクシュアル・ハラスメントへの対応」と

題した牟田教授の講演では、①大学のセクハラ対策－試

行錯誤の段階から次段階へ、②セクハラのイメージとリア

リティ、③セクハラの被害とは何か、④新たな体制作りへ

向けて、を取り上げ、ユーモアを交えての具体的な解説

に参加者は熱心に聴きいりました。

　講演後は、事例を挙げての活発な質疑応答があり、大

学として積極的にハラスメントに取り組む姿勢が伺われま

した。

　本学では、１０月１６日の評議会において「名古屋大学

ハラスメント防止基本宣言」を制定したところであり、参加

者の関心も高く、大変有意義な研修の場となりました。

セクシュアル・ハラスメント
防止講演会を開催

幹部職員研修を実施

－　大学におけるセクシュアル・

　　　　　ハラスメントへの対応　－

▲佐野助教授による講演 ▲牟田教授による講演



３０

　生命農学研究科は、１１月８日から１６日までの９日間、

平成１３年度アジア学術セミナー「動物細胞工学の新展開」

（Asian Science Seminar on Animal Cell Technology 

2001）を、日本学術振興会との共催で、市内のホテル

及び独立行政法人　野菜茶業研究所（静岡県）を主会

場に開催しました。

　このセミナーは、日本学術振興会の事業の一環とし

て、毎年国内で２件開催されるもので、広くアジア諸

国の若手研究者を対象に、最新の学術研究活動に関す

るサマースクール形式による研修の機会を提供し、研

究水準の向上及び研究者の養成を目的としたプログラ

ムで、北川　同研究科教授を中心に企画・立案され、開

催されたものです。

　今回のセミナーには、７０名以上の応募者から選考さ

れたアジア１２カ国からの研究者２６名が参加し、招聘さ

れた国内外の２７名の研究者とともに講義（講演）部門

を公開し、本学の教職員・大学院学生をはじめ、学外

の大学・研究機関の研究者等１２０名以上が参加して行わ

れました。

　９日間のプログラムを終え、多くの若手研究者から

「面白く新しい多くの知識に触れることができ、研究

者の卵としての自分の人生観が変わった」との感想が

得られました。

生命農学研究科がアジア学術セミナーを開催
－　動物細胞工学の新展開　－

▲松尾総長によるあいさつ ▲北川教授と受講者



３１

　物質科学国際研究センターは１１月１７日、日本化学会

東海支部との共催により「これを聴かなければもう実

験はできない！！－化学教育研究における安全と環境

－」と題したシンポジウムをシンポジオンホールにお

いて開催しました。

　同シンポジウムは、近年、大学における安全管理体

制の早急な整備と安全教育担当者の人材育成が強く求

められていること、PRTR法（特定化学物質の環境へ

の排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律）

の施行や産業廃棄物の処理など様々な問題についても、

大学が社会に対して背負う責務として、これまで以上

に早急かつ誠実な対応が必要とされること等、大学が

直面しているこれらの問題に関して、国立研究所や

ISO14001 取得企業における取り組みも交えて情報交

物質科学国際研究センターシンポジウムが
開催される

換し、化学安全管理や環境問題に関して有意義な議論

を展開する機会を設けるために企画されたものです。

　シンポジウムでは、北村同センター教授の司会のも

と、野依　理学研究科教授（同センター長）の開会の

辞に始まり、原口　廃棄物処理施設長、藤井省造　財団

法人東海技術センターISO審査登録本部長、児玉宅郎　

トヨタ自動車株式会社プラントエンジニアリング部長、

御園生誠　日本化学会環境・安全推進委員会委員長（工

学院大学教授）ら大学や企業等の安全・環境管理や環

境調和型合成プロセスの開発に直接携わっている方々

による講演が行われ、約２００名の参加者は最後まで熱心

に聞き入っていました。

　また、ロビーでは、環境・安全機器等の展示会も行

われました。

▲野依教授による開会の辞



３２

▲第３回NUMCo

　６月９日から始まった博物館第２回特別展『名古屋

大学の医のこころ－医学部所蔵の教育資料・標本展』

の最終日にあたる１０月３日、加藤前総長（現　愛知医

科大学理事長・学長）による「らい予防法の歴史から

学ぶこと」をテーマとした講演会が、博物館において

開催されました。

　講演会に先立ち、第３回NUMCo（名古屋大学博物

館コンサート）が展示室で行われました。今回はチェ

リストの松崎安里子さんが６０名以上の聴衆を前にして、

（１）ブロッホの無伴奏チェロ組曲第１番、（２）レー

ガーの無伴奏チェロ組曲第２番、（３）荒城の月、をダイ

ナミックに、かつ優雅に演奏しました。演奏者の息づ

博物館で第３回NUMCoと加藤前総長による
講演会が開催される

かいもわかる間近での素晴らしい独奏に、感動したと

いう感想が多く寄せられました。

　講演会では、加藤前総長から、ハンセン病の医学的

特徴（症状、感染経路、治療法、患者数）から始まり、

らい予防法の問題点を細菌学者及び医者の立場から分

かりやすく解説があり、最後に、講演会に参加してい

た若い世代の人に、その時代の権威になびくのではな

く自分の信じる道を勇気をもって進んでほしいとの講

話があり、聴衆の共感を誘っていました。熱心にメモ

を取りながら話に聞き入っていた約５０名の参加者から

は多くの質問もあり、特別展を締めくくるのにふさわ

しい講演会となりました。

▲加藤前総長による講演
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　１１月１９日、医学部保健学科において、附属図書館医

学部分館保健学情報資料室〔大幸地区図書室〕の移転

に伴う記念式典が開催されました。

　これは、保健学情報資料室が、平成１２年度の補正予

算により改修された大幸医療センターの建物（改修後

は「保健学科南館」）１階に移転したことを記念して

開催されたもので、保健学科の教官及び学生が多数参

加しました。

　式典は、伊藤保健学科長により改修にいたる経緯の

説明と関係者への謝辞が述べられ、次いで伊藤附属図

書館長、久場医学部分館長の祝辞があった後、テープ

カットが行われ、一同は館内を見学しました。

　新図書室は８００㎡余りで、旧建物の中庭を活かして明

るく、広い空間となっており、中庭を中心に、北側及

び東側には新着雑誌コーナー、情報検索コーナー、参

考図書コーナー、複写コーナーなど人の動きのある空

間が、西側には閲覧席が設けられ、静かな学習空間を

作っています。

　開館後の図書室は、卒論やレポートを準備する学生

で連日賑わいを見せています。

附属図書館医学部分館　保健学情報資料室
〔大幸地区図書室〕が移転

▲テープカット　（左から）伊藤保健学科長、久場医学部分館長、伊藤附属図書館長
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　平成１３年度文部科学省永年勤続者表彰伝達式及び平

成１３年度名古屋大学永年勤続者表彰式が、１１月２２日に

豊田講堂第一会議室で行われ、松尾総長から被表彰者

一人一人に表彰状と記念品（銀盃）が手渡されました。

　総長から、「永年にわたり本学発展のために、それ

ぞれ専門の分野で尽力された皆さんに対し感謝申し上

げるとともに、大学改革による平成１６年度の国立大学

独立行政法人化を目前にし、大学の一構成員として教

官と互いに協力し合い、業務の効率化に務めていただ

き、高等教育の発展のため、より一層ご尽力いただき

たい。」とあいさつがあった後、被表彰者を代表して

医学部附属病院看護部の山下一味看護婦長から「野依

先生のノーベル賞授賞のニュースは、非常に喜ばしく、

誇らしい出来事でした。同じ大学に籍を置く者として、

学究の徒である先生の真摯な姿に学び、過去の経験に

安住することなく、確固たる信念を持って、職務を全

うしたい。」と謝辞の中で決意が述べられました。

　続いて、記念撮影の後、シンポジオンホールにて総

長主催による懇談会が開催され、小池事務局長の発声

永年勤続者表彰式を開催

による乾杯の後、被表彰者は、総長、副総長をはじめ

関係部局長等と和やかに懇談を行いました。

文部科学省永年勤続被表彰者（２名）

　平山　健一　　　藤井　　勉

名古屋大学永年勤続被表彰者（４１名）

　坪井　直志　　　村井　澄夫　　　服部　昌祐

　大脇申子男　　　社本　庄司　　　伊藤　滋一

　祖父江信和　　　横井　正男　　　森田　友久

　柴川　芳範　　　横江　基博　　　中濱　定美

　�田　義雅　　　近藤　　優　　　坪井　信治

　寺本　松夫　　　西尾　洋子　　　今井　順子

　樋江井誠一　　　古家きよ子　　　青山　裕子

　池戸　初枝　　　�坂さと子　　　姫野美都枝

　山下　一味　　　秋田喜美子　　　稻垣　祐子

　川村　尚子　　　久保　照己　　　永井　ふみ

　中島久美子　　　日比恵美子　　　宮田はるみ

　山田　里美　　　西田　弥生　　　深谷　智子

　千代谷一幸　　　早川　正人　　　福森　　勉

　八町　順子　　　加藤　元昭

▲被表彰者と列席者による記念撮影 ▲謝辞を述べる被表彰者代表の山下看護婦長
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　１１月１６日に白　同朔　上海交通大学校務委員会副主

任ら４名が本学を訪問し、松尾総長、奥野副総長、平

野　工学研究科教授・評議員、宇佐美　同研究科教授、

葛　同研究科助教授と懇談しました。

　上海交通大学では、総合大学の設置に向け医学部の

創設を進めており、白副主任一行は本学医学部と医学

部創設に係る諸問題について懇談するために来訪され、

医学部に向かう前に総長を表敬訪問したものです。

中国上海交通大学校務委員会
副主任来訪

　平成１３年秋の叙勲及び褒章の受章者が発表され、本

学関係者では次の方々が受章されました。（前号に掲載

しましたが、訂正及び追加がありましたので、再掲い

たします。）

勲二等瑞宝章 水野　正一　名誉教授（経済学部）

勲二等瑞宝章 内山　道明　名誉教授（文学部）

勲二等瑞宝章 永津　俊治　名誉教授（医学部）

勲二等瑞宝章 金川　　昭　名誉教授（工学部）

勲三等瑞宝章 松尾　幹之　名誉教授（農学部）

勲三等旭日中綬章 福井　　尚　名誉教授（農学部）

勲三等旭日中綬章 松原　正一　名誉教授（工学部）

勲三等旭日中綬章 伊藤　忠哉　名誉教授（工学部）

紫綬褒章 永井　美之　名誉教授（医学部）

秋の叙勲・褒章受章者が決定！

－　本学関係者９名が喜びの受賞　－
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文部省 LEAPプログラム報告　第３回
－　テキサスＡ＆Ｍ大学　－

総務部国際交流課交流掛　久田　淳子　

　名大トピックス第１００号の第２回 LEAP報告に続い

て、アメリカでの研修について報告します。１年間に

及ぶ本研修のうち、既に報告しました前半（２０００年６

月～１２月）は、英語研修及びコロキアム等を主な内容

として、１２名の LEAP参加者（LEAPer）全員がモン

タナ州立大学で過ごしました。今回は後半（２００１年１

月～６月）についての報告です。各 LEAPer は全米各

地の大学に移って研修を続けました。

（１）移動先決定

　２０００年１１月、移動先決定のための個人調書を提出し

ました。その後、２１世紀を目前にしたある日、１２の大

学名が書かれた後半の研修候補地リストが手渡され、

希望地を３カ所選び、理由と共に提出するよう指示が

ありました。与えられた時間はわずか３日間程でした。

インターネットで情報収集をし、国際プログラム及び

留学生受入の規模や、地域研究オフィスの有無、地理

的特性等を考えあわせ、あれこれ悩んだ末に順位付け

をしました。決定までの経緯の詳細は謎ですが、

LEAPer と受入大学の双方の希望を考慮のうえ、モン

タナ州立大学国際プログラムの関係者により移動先が

決定、発表されました。その間にモンタナにおける研

修プログラムは終了し、送別会、引っ越しと慌ただし

く年末が過ぎていきました。

（２）テキサスＡ＆Ｍ大学へ

　１月初旬にテキサス州カレッジステーションに移動

しました。カレッジステーションの空港と飛行機の小

ささには驚きましたが、テキサスＡ＆Ｍ大学（以下Ａ

＆Ｍ）の位置するこの町は、隣町のブライアンとあわ

せて人口１２万人余りの大学町となっています。

 Ａ＆Ｍで私を受け入れて下さったのは、国際プログラ

ム・オフィス（International Program Office、以下 IPO）

の国際センター長であるロンダ・シュナイダー・コリ

ンズ氏です。彼女はＡ＆Ｍを卒業生し、しばらく別の

大学で教鞭をとった後、再びＡ＆Ｍに迎え入れられた

という華々しい経歴の持ち主です。仕事面の素晴らし

さもさることながら、人々を惹き付ける素敵な人柄の

女性です。私もこの滞在中に公私ともにお世話になり、

幾度となく助けられました。

　さて、Ａ＆Ｍでは実務研修（インターンシップ）を

主体として研修を進めることになっており、その内容

はロンダと相談して決めました。事前に送ってあった

私の履歴書、研修上の希望、そして受入側の要望やス

ケジュールを考慮して、以下のように IPO内の６つの

オフィスを順に移動することにしました。

　開始～２月初旬（３週間）国際センター

　２月初旬～３月初旬（１か月）太平洋アジア研究所

　３月上旬（１週間）ラテン・アメリカ・プログラム

　３月中旬（１週間）海外留学プログラム

　３月下旬（１週間）留学生サービス

　４月上旬（１週間）奨学生プログラム

　４月中旬～終了（１か月余り）　国際センター

　モンタナ州立大学で半年間、留学生受け入れ担当の

スーパーバイザーのもとでインターンシップを行って

いたため、IPOでそこに相当する部署での実務研修は

短くしました。また、４月中旬からは国際センターを

拠点として、他部局にインタビューに伺うことが多く

ありました。
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（参考）

国際プログラム・オフィス（International Programs 

Office, IPO）の組織機構

　国際センター（International Center）

　太平洋アジア研究所（Institute for Pacific Asia）

　ラテン・アメリカ・プログラム

　　　　　　（Office for Latin American Programs）

　学生向け国際プログラム

　　　　　　（International Programs for Students）

　　　留学生サービス

　　　　（International Students Services）

　　　奨学生プログラム（国費・企業派遣等）

　　　　（Sponsored Student Programs）

　　　海外留学プログラム（Study Abroad Programs）

　以下に、実務研修先の概要及び研修内容を一部御紹

介します。

（３）国際センター

　国際センターは、主に研究者の国際交流に係る事項

を担当する部局です。その事業は、大学間交流協定の

取りまとめ、外国人研究者及び来訪者の対応、

Academy for Future International Leaders（全学から

選ばれた１８名の学生のための国際インターンシップを

中心としたプログラム）の運営、同センター内にある

ワールド・ルーム（巨大な立体世界地図が床に置かれ

た部屋）を活用したプログラムの企画運営、国際関係

広報誌の発行、特定の国を決めて開催する外国週間（例

えば２００１年４月の場合、Korea Week）の開催等多岐

にわたっています。また、太平洋アジア地域及びラテ

ン・アメリカ地域を対象とする別組織（地域研究セン

ター）があるため、それらの国・地域との交流はそれ

ぞれの地域研究センターが担当していますが、それ以

外の地域との研究者交流に関しては、この国際セン

ターが担当しています。

・Cultural Suitcase Program（異文化紹介授業）

　同センターのCultural Suitcase Programは、先に述

べたワールド・ルーム・プログラムの１つです。私が

来る少し前に立ち上げが決まった新しい企画で、Ａ＆

Ｍの教職課程の学生等が、地域の小中学校に異文化情

報の詰まったスーツケースを持参し、授業の出前を行

うというものです。実務研修開始の翌日、早速地域の

小中学校教師数名を招いて、このプログラムについて

小中学校は魅力を感じるか、カリキュラムの一部とし

て実施可能か、また、何か考慮すべき点があるか等に

ついて検討を行いました。この検討会から私も参加さ

せていただき、以降、ほぼ同時期に同センターでイン

ターンシップを始めた大学院生とともに、対象とする

国の決定、スーツケースに入れるべきもののリスト作

成、入れるものの収集、それらの「ものデータベース」・

�
�
�
�
�
�
�
�
�

▲国際センター ▲スーパーバイザーの国際センター長
　ロンダ・シュナイダー・コリンズ氏
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帯出簿の作成、各国資料の入手、等を行いました。資

料収集にあたっては、学内の留学生団体の協力を得る

ことが出来ました。なお、財源については、今年は助

成金が出ていることもあり、数件のパイロット・プロ

グラムを無料で実施出来るが、実際に軌道に乗せてか

らは参加者から数ドルずつ徴収することになるかもし

れないということでした。

　小中学生を対象としたプログラムは、日本の大学に

おいては（大学見学を除けば）教官主導のものがほと

んどであると思われますが、Ａ＆Ｍにおいては事務組

織が積極的にこういったプログラムを打ち出していま

す。大学は地域に開かれたものであるべきだという思

想を実践すると共に、この授業を受けた子供達がＡ＆

Ｍに関心を持つようになり、将来入学してくれればと

いう思惑もあるようで、アメリカの大学活動の戦略性

をも感じました。

・助成団体についての調査（IPO）

　国際センターに席を置く、IPO付の特別プロジェク

トディレクターに担当業務を伺う機会がありました。

国際センターと共に担当しているAcademy for 

Future International Leaders が主で、ほかに、助成の

申請等を担当しています。私に与えられた仕事は、数

ある助成団体のうち、助成先をテキサス州内としてお

り、教育分野の助成を行っているものを調査すること。

全米に知られる有名助成団体よりも、テキサス州内限

定の助成の方がＡ＆Ｍからの申請の採択率が高い傾向

があるためにこの情報収集をしたいということでした。

主にインターネットを利用して団体の所在地、連絡先、

助成の時期、申請方法などを調べました。

　国際センターを含めた IPOでは、大学からの資金に

加えて独自の財源を確保しようという動きが強く、ど

このオフィスでも、grant writing という言葉を良く耳

にしました。

（４）太平洋アジア研究所

　太平洋アジア研究所は、その名のとおり、太平洋ア

ジア地域との国際交流を推進しています。研究者の交

流がメインで、太平洋アジア地域の国立科学財団等と

の共同研究の窓口となっています。また、留学生対応

についても学内の部局から依頼があれば引き受けてい

ます。設立は１９８７年で歴史は浅いものの、今後は同研

究所が得た助成金で教官の国際交流促進事業を行おう

としています。

・日本のNPO制度等についての調査

　同研究所のディレクターのRichard Nader 氏は３年

ほどの日本滞在経験がおありで、日本の高等教育事情

にも精通しています。大学の独立行政法人化について

関心が高く、日本のNPO税制改正についても調べたい

とのことだったので、お手伝いすることにしました。

インターネットを用いての情報収集及び英訳が中心の

▲カイル・フィールド（８万人収容のスタジアム） ▲学生センターホール
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業務でした。

・同窓会データの整理等

　同研究所では、９０年代半ばまで存在したＡ＆Ｍ郡山

校（福島県郡山市）に係る事務を引き継いでおり、日

本人学生の同窓会名簿も維持・管理しています。太平

洋アジアの他の国の同窓会ともあわせて、データの修

正、連絡先の確認等を行いました。

（５）ラテン・アメリカ・プログラム

　このプログラムは上述研究所のラテン・アメリカ版

です。こちらのプログラムでは、メキシコ・シティー

に立派な会議室やパソコン、テレビ会議システムを備

えたメキシコセンターを持っており、そこを拠点とし

て、遠隔授業やテレビ会議等による研究者・学生の交

流が活発に行われています。

・メキシコ情勢調査

　ラテン・アメリカの最新情報を得るための、毎日の

メキシコ関係新聞記事の切り抜きにはじまり、メキシ

コ人研究者との会議の資料としてメキシコの政治、経

済、米墨関係、石油産業等に関する情報収集を行いま

した。メキシコでは２０００年に新大統領が選出されまし

たが、議会の過半数を占めるのは旧政権党で、期待と

混乱に満ちた様子が大変身近に感じられました。

（６）訪問したオフィス

　４月中旬以降、国際センターを拠点としてインター

ンシップを行いましたが、その間に学内の様々なオ

フィスを訪問しました。以下にそのいくつかを御紹介

します。

・Office of Sponsored Projects（OSP：助成事業オフィス）

　研究担当副学長のもとにあるこのOSPは、助成採択

者の助成金管理、学外の研究者との協同研究のサポー

ト、知的所有権関係事務等、本学の研究協力課とほぼ

同じ業務を所掌しています。特徴的なのは、Ａ＆Ｍ研

究財団（学外組織）の存在です。OSPスタッフがわず

か４名であるのに対し、同財団は１００名程のスタッフを

擁しています。米国には教育研究の助成事業を行う

NGOが多数存在し、政府機関を通じた研究助成よりも

大学の構成員が個別にNGOに応募して資金を獲得す

る方法が主流となっています。同財団は、こういった

NGOの助成情報の提供、申請手続きのサポート、助成

金の経理手続き等を担当し、OSPと連携して効率的か

つ円滑な助成事業の遂行を図っています。

・Career Center（職業・就職指導センター）

　Ａ＆Ｍ学生のインターンシップ及び就職支援を目的

として、学生、企業、そして卒業生を対象とした様々

なサービスを用意しています。広々としたオフィスに

は、就職・インターンシップ関係の資料コーナーの他、

３０もの面接ブースが設置され、企業と学生との面接の

場を提供しています。更に、学生が同センターに赴か

なくとも情報を得られるように、インターネット上で

も情報を逐次更新しており、有償で登録した学生には

同センターでの企業面接予約、履歴書等の書き方指導、

求人情報などをオンラインで提供しています。

・Office of Distance Learning（遠隔授業オフィス）

　このオフィスでは、ケーブルテレビ会議・授業、イ

ンターネットを用いた授業システム（WebCT）の利用

等について全学一元管理を行っています。テレビ会議

については、テキサス州内の大学と共同（コンソーシ

アム形式）で、ケーブルにより１００以上の地点をつない

で州内外のネットワークを構築しています。遠隔授業

だけでなく、通常授業の一部としてこれらのシステム

を利用する教官は多く、既にこれらのハイテク機器を

用いての授業が広く行き渡っている様子でした。

・Office of University Relations（大学広報オフィス）

　学長直属のこのオフィスはフルタイムスタッフ２５人

を数える大所帯で、ニュース編集、ビデオ・テレビ制作、

Web 作成、グラフィック・デザイン、イベント企画等

を行っています。企画立案スタッフの他、技術スタッ

フが（学生アルバイトを含め）多数おり、Web 上に毎日

ニュース・イベント情報を配信したり、毎日のラジオ

番組と毎週のテレビ番組を制作したりしています。学

内の部局から依頼を受けて広報制作を（有償で）行うこ

とも多く、また、各部局の広報担当者等との連絡も密



４０

にして、大学の対外広報窓口としても機能しています。

・Office of Admissions and Records（入学試験・記録

事務局）

　フルタイム、パートタイム、学生アルバイト等の一時

雇用（４か月程度）を合わせて８０名のスタッフが働くこ

のオフィスでは、入試に係る事務を全て担当していま

す。一般的な秋入学に加え、春と夏にも入学者がいる

ため、ほぼ１年中入試事務に追われていることになり

ます。Ａ＆Ｍは州民のために存在するという州法の定

めに基づき、大学説明会（学部）は州内の高校生だけを

対象として行っています。この方針が見事に反映され、

学部生の９４％が州内出身、５％が他州出身、１％が留学

生です。ちなみに大学院生の募集は各研究科に任され、

広く優秀な人材を求めており、大学院入学者の３７％は

留学生です。また、インターネット上でのオンライン

出願システムを導入しており、学部出願者の８０％がこ

のシステムを通じて出願しています。海外からの出願

は、インターネットへのアクセスが限られている国が

多いため、オンラインでなく郵送によるものが３分の

２を占めています。加えて、受験生への情報公開が進

んでおり、入試の成績照会等にも応じています。

・School of Education（教育学部）

　アメリカで教員になるには、大学の学部を卒業して

から教員養成コースに入って教員資格を得るのが一般

的です。Ａ＆Ｍの教育学部は、こういった教員養成系

のコースだけでなく、社会人向けの継続教育や、大学

教職員及び学校教員の再教育コースが充実しています。

（７）おわりに

　この１年間の研修を通じて、特に印象に残ったこと

を２点、以下に御紹介します。

・国際関係業務担当者の専門性の高さ

　オフィスのディレクターは普通、Ph．D．または修

士の学位を持っています。職務に関連した大学院の

コースが用意されており、スタッフがこれらのコース

に出席することが奨励されています。（スタッフは授業

料免除。）教官と同レベルのアカデミック・バックグ

ラウンドを備えることで、教官と事務官が対等の立場

で仕事をすることができます。教職経験者が事務官に

転身することや、その逆も多くあります。

　これに加えて、事務職員の人事制度も専門性の高さ

に影響しています。米国の州立大学では、事務職員は

空きポストが出るたびに公募され、その際、仕事内容

の詳細を述べたものが提示されます。定期的な人事異

動はなく、その分野のスペシャリストを養成し得るシ

ステムになっています。

・学生スタッフの活用

　大学職員のうち、学生スタッフがかなりの割合を占

めています。Ａ＆Ｍの国際センターの場合、職員５名

（内パートタイムが２名）に対し、学生スタッフが１０

名もいます。担当業務は、受付、データベース、パソ

コンシステム管理、web 作成管理などから、職員と同

様の事業まで様々で、責任ある職務に就いている学生

もいます。

　学内で働く学生は多く、事務オフィスだけでなく、

カフェテリア、図書館、スポーツ施設などいたる所で

見かけます。給与は決して高くありませんが、責任あ

る職務について、良く働いています。親から経済的に

自立しようとする傾向があるようです。アルバイト許

可に煩雑な手続きが必要な留学生も、学内で働いてい

るところをよく見かけました。

　また、大学のカリキュラムでインターンシップが必

要な学生もいます。自分の専攻分野と関わりのある職

場で一定期間働き、卒業単位として認めてもらうシス

テムです。国際センターでは学生生活専攻の大学院生、

海外留学プログラムでは心理学専攻の大学院生などが

インターンとして働いていました。

　この研修中には本文中には書ききれない程のたくさ

んの出来事があり、そのどれもが、仕事をして行く上

で、大切な財産になっています。この貴重な経験を私

個人の経験として終わらせることなく、できるだけ多

くの人と共有し、今後の業務等に役立てられることを

願って、私からの報告を終わらせていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。



４１

－生け花－

　前号で紹介しましたとおり、平成１３年度職員創作美術展が、１０月２３日から２６日までの４日間、シンポジオンホー

ルにおいて開催されました。

　前号に引き続き、今回は出展作品のうち生け花、陶芸、書道、写真及び手工芸を紹介します（出展者１名につき

１点）。

職員創作美術展・作品紹介（２）

－陶　芸－

－写　真－



４２

－手工芸－



４３

－書　道－



４４
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INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１３年１１月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（朝刊）
読売（朝刊）

１１．１（木）
本学含め、国立附属４校が募集要
項発表

１

日経（朝刊）１１．１（木）
レーザー：観光資源が中部を引っ
張る　奥野信宏副総長

２

読売（朝刊）１１．１（木）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
こだわった「美」と「右・左」

３

毎日（朝刊）
中日（朝刊）

１１．３（土）
名大時計台に青色ダイオード、開
発に成功した赤崎勇名誉教授をた
たえ点灯

４

毎日（朝刊）
中日（朝刊）

１１．３（土）
今年４月に設置された赤崎記念研
究センターの記念式典が開催される

５

読売（朝刊）
中日（朝刊）

１１．３（土）

秋の叙勲
勲二等瑞宝章：内山道明名誉教授、
永津俊治名誉教授、水野正一名誉
教授
勲三等旭日中綬章：伊藤忠哉名誉
教授、福井尚名誉教授、松原正一
名誉教授
勲三等瑞宝章：松尾幹之名誉教授

６

中日（朝刊）１１．３（土）
秋の叙勲　大きな功績、喜びの受章
勲二等瑞宝章を受章された永津俊
治名誉教授が喜びを語る

７

中日（朝刊）１１．４（日）
日本数学コンクール表彰式開催さ
れる　東海高校の滝君が２年連続
金賞を受賞

８

朝日（朝刊）
中日（朝刊）

１１．５（月）
第３３回全日本大学駅伝対校選手権
大会に本学が出場、１８位と健闘

９

日経（朝刊）１１．５（月）
ベンテャー飛躍への条件：意欲増す
学生　本学で起業家養成講座新設

１０

中日（夕刊）１１．５（月）
連合「ワークシェア」導入検討、
制度定着に課題山積
法学部・和田肇教授のコメント

１１

中日（朝刊）１１．６（火）

日東学術振興財団が若手研究者２５
人に計９７０万円の助成金　本学か
らは工学研究科・中原仁助手が選
ばれる

１２

中日（朝刊）
読売（朝刊）

１１．６（火）
野依良治教授宅にスウェーデン国
営テレビが訪れる

１３

中日（朝刊）１１．６（火）
９日に環境学研究科創設記念講演
会開催

１４

読売（朝刊）１１．６（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
京大の教授を慕って

１５

中日（朝刊）１１．６（火）
ジャパン留学生日記　大学院生・
胡暁霞さん

１６

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

１１．６（火）
産業観光サミット in 愛知名古屋
コーディネーターに奥野信宏副総長

１７

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（夕刊）１１．６（火）
日本地震学会で観測・研究報告
地震火山観測研究センター・山岡
耕春助教授が参加

１８

毎日（朝刊）
他２社

１１．７（水）
経済学部・長尾伸一助教授がサン
トリー学芸賞受賞

１９

読売（朝刊）１１．７（水）
来春からの完全週５日制に東海地
方私立中４割が導入せず
教育学部・安彦忠彦教授の話

２０

読売（朝刊）１１．７（水）

増える予備校出張　入試説明会に
国公立大も懸命、河合塾で本学受
験生を対象とした名大サマーフェ
スタに全学部の教授らが出席

２１

毎日（朝刊）１１．７（水）
第９回産学交歓セミナー開催される
本学からは学務部厚生課福下課長
が報告者として出席

２２

読売（朝刊）
他２社

１１．８（木）
日進市が野依良治教授を名誉市民
に推挙

２３

読売（朝刊）１１．８（木）
六角形の芸術－ノーベル賞の芸術　
「トリス」傾けラグビー

２４

中日（朝刊）１１．９（金）
訃報：佐々木常雄教授
８日呼吸不全のため逝去

２５

中日（朝刊）１１．９（金）
イスラム点描：ラマダン（断食月）
国際開発研究科・中西久枝教授

２６

中日（夕刊）１１．９（金）

コーナーキック：子どもたちとの
宿泊研修
教育発達科学研究科・金井篤子助
教授

２７

読売（朝刊）１１．１０（土）
１１日皮膚の日・愛知県民のつど
いで医学部・早川律子教授が講演

２８

読売（朝刊）１１．１０（土）
岐阜で東海地震防災システムに関
するシンポジウムで環境学研究科
・安藤雅孝教授が基調講演

２９

中日（朝刊）１１．１０（土）
こう見る：変化する街　大都市の
魅力潜在　奥野信宏副総長

３０

読売（朝刊）１１．１３（火）

医学部附属病院が従来の入院期間
半分で前立腺がん手術を実施、国
内で初の高度先進医療施設の認可
を受ける

３１

中日（朝刊）１１．１３（火）
こんな本を買った：深井志道軒画像
文学部・塩村耕助教授

３２

中日（朝刊）１１．１３（火）
中部経済連合会５０周年記念特集：
中部の発展握るモノづくり
奥野信宏副総長

３３

読売（朝刊）１１．１３（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道　
猫背になり“研究者然”

３４
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新聞等名月　日記　　　　　事

朝日（夕刊）１１．１３（火）
科学を読む：縮みの天才、拡がり
の愚者　理学部・池内了教授

３５

毎日（朝刊）
日経（朝刊）

１１．１４（水）
本学医学部と愛知診断技術振興財
団が共同で携帯電話を使った遠隔
診断サービスを開始

３６

朝日（朝刊）１１．１４（水）
大学病院日誌：「個人」？医師」？
移植を巡る難題
医学部・大島伸一教授

３７

中日（朝刊）１１．１４（水）
イスラム点描：ベール　自由意志
に任せる国も
国際開発研究科・中西久枝教授

３８

中日（朝刊）１１．１４（水）
アルバイト体験発表論文一席
国際言語文化研究科修士課程１年
・呉さん

３９

中日（夕刊）１１．１４（水）

先端技術共同研究センターが開発
したロボットが米・ディスカバリー
チャンネルで紹介、福田敏雄教授の
話しも盛り込まれる

４０

朝日（夕刊）１１．１４（水）
近況心境：憲法文献読み込む日々
長谷川正安名誉教授

４１

読売（朝刊）１１．１５（木）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
「爆発」１８針・・・３日後また実験

４２

中日（夕刊）
朝日（夕刊）

１１．１５（木）
日本学術振興会統合に本学ら旧帝
国大学と早稲田大学の計８大学が
文部科学省に反対意見書を提出

４３

読売（朝刊）
他３社

１１．１６（金）
野依良治教授に愛知県学術顕彰が
贈られる

４４

中日（朝刊）１１．１６（金）

藤田保健衛生大学が脳に薬剤運ぶ
細胞増殖法の開発に成功
環境医学研究所・錫村明生教授の
話

４５

日経（朝刊）１１．１６（金）
企業と国立大の共同研究、過去最
高４０２９件に
本学は東大、阪大に続き１５９件

４６

中日（朝刊）１１．１６（金）
松尾稔総長の講演が掲載されてい
る国土交通省中部地方整備局の記
録集『新世紀の中部』が発売される

４７

読売（朝刊）１１．１６（金）
旅立ち：元学長・芦田淳名誉教授
熱く、き然・・・学生と歩む

４８

日本工業１１．１６（金）
世界に発信する先端医学－名古屋
大学医学部
創造的研究の一大拠点も完成

４９

読売（朝刊）１１．１７（土）
工学研究科・山本尚教授がフラン
ス化学会賞受賞

５０

中日（朝刊）１１．１８（日）
松尾稔総長と中部大学飯吉厚夫学
長が対談
これからの大学教育を語る

５１

日刊工業１１．１９（月）

２００１年度戦略的基礎研究課題決
まる　本学からは地球水循環研究
センター・中村健二教授が選定さ
れる

５２

中日（朝刊）１１．１９（月）
アルバイト通じて日本の社会見る
国際言語文化研究科・呉さん

５３

中日（朝刊）１１．１９（月）
教授もびっくりスーパー理論
日本数学コンクール論文賞金賞

５４

新聞等名月　日記　　　　　事

毎日（夕刊）１１．１９（月）
海山町原発誘致住民投票「現実」前
に「夢」破れた賛成派
法学部・市橋克哉教授

５５

日刊工業１１．２０（火）
工学研究科・山本尚教授が日本人
初のフランス化学会グランプリを
受賞

５６

中日（朝刊）１１．２０（火）
医学部・西山幸広教授らがヘルペ
スウィルスでガン細胞死滅の方法
を開発

５７

中日（朝刊）１１．２０（火）
２３日から博物館で野依良治教授
の足跡紹介する特別展開催

５８

中日（朝刊）１１．２０（火）

クリック：２７日に科学研究オープ
ンシンポジウム開催、松尾稔総長、
早川尚夫・先端技術共同研究セン
ター長が講演

５９

中日（朝刊）１１．２０（火）
声論：『産学連携』は知識提供の
新回路
情報文化学部・戸田山和久助教授

６０

中日（朝刊）１１．２０（火）
こんな本を買った：元禄の芝居興
行関係古文書
文学部・塩村耕助教授

６１

読売（朝刊）１１．２０（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
貧乏“不夜城”偉大な実験

６２

中日（朝刊）１１．２１（水）
本学に「教養教育院」が来月１日
発足、２００３年度にも実施

６３

読売（朝刊）１１．２１（水）
情報サイト：２４日に天文学講座、
２７日に科学研究オープンシンポ
ジウム

６４

読売（朝刊）１１．２１（水）
名大泌尿器科学教室　尿失禁から
の自立システム
医学部・大島伸一教授

６５

読売（朝刊）
中日（朝刊）

１１．２２（木）
２００４年度から本学のセンター試
験科目が５教科７科目に

６６

読売（朝刊）１１．２２（木）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
針が振れて仮説を証明

６７

毎日（朝刊）
他３社

１１．２３（金）
博物館特別展「野依良治ノーベル
賞への道」開催始まる

６８

中日（朝刊）１１．２３（金）
２４日に天文学講座「名古屋大学
星の会」開催

６９

中日（朝刊）１１．２４（土）
バランス良く、野菜たっぷりで生
活習慣病予防
生命農学研究科・大澤俊彦教授

７０

中日（朝刊）１１．２６（月）
１２月２５，２６日に年代測定総合研
究センターにて体験セミナー開催

７１

朝日（朝刊）１１．２６（月）
大学の授業、向上へ手探り
高等教育研究センターにて欧米の
教え方導入

７２

中日（朝刊）１１．２７（火）
新総合研究棟「IB電子情報館」
完成

７３

中日（朝刊）
他３社

１１．２７（火）
太陽地球環境研究所が北海道と滋
賀県の観測所でオーロラの観測に
成功

７４

中日（朝刊）１１．２７（火）
こんな本を買った：古日記を楽しむ
文学部・塩村耕助教授

７５



４７

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）１１．２７（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
米誌に拒否され不屈魂

７６

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

１１．２８（水）松尾稔総長が附属高校にて講義７７

中日（朝刊）
読売（朝刊）

１１．２８（水）
野依良治教授が小泉首相、白川英
樹博士と鼎談

７８

中日（朝刊）１１．２８（水）
野依良治教授、白川英樹博士の
ノーベル賞コンビが“初顔合わせ”

７９

朝日（朝刊）１１．２８（水）
大学病院日誌：「受益者は国民」
社会貢献の原点
医学部・大島伸一教授

８０

毎日（夕刊）１１．２８（水）
文化の集い：１２月７日に文学研究
科公開シンポジウム「インド世界の
魅力を探るー思想・論理・美術ー」

８１

読売（夕刊）１１．２８（水）
フロンティア：ノーベル賞日本人
受賞者の特許　野依良治教授ダン
トツ

８２

朝日（朝刊）１１．２９（木）
神田真秋愛知県知事がパリでトッ
プセールス「野依教授いる愛知に
投資を」

８３

読売（朝刊）１１．３０（金）
本学学園祭にオウム出店、占い
コーナーで住所かかせる

８４

中日（朝刊）１１．３０（金）
化学は美しい－ノーベル賞野依さ
んの原点１：ホームラン打者　
「大物狙い」こそプロ

８５
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