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総長の辞（２００２年大学院入学式）

松　尾　　　稔

　名古屋大学大学院は、本日ここに博士前期課程１，５９９

名、後期課程に新たに４３６名、医学系研究科博士課程

に１５１名、合計２，１８６名の入学生を迎えました。そのう

ち本学から進学した方は前期９７９名、後期２８６名です。

なお、医学系研究科修士課程３専攻については、国の

規則で施行日以降に入試をする関係で、４月１８日に合

格発表が行われますので、全大学院生数は２，２４０名程度

になると予測しています。いずれにしても、本学以外

から入学した方々を含め、本日、それぞれが修士ある

いは博士の学位を目指す出発点に並んだことになりま

す。

　昨年度から、数の上で大学院入学生が学部入学生を

超えるようになりました。今年度の学部入学生数は

２，２４０名ですから、ほぼ同数の大学院入学生を迎えたこ

とになります。大学院重点大学としての性格が、学生

数の上で明確になってきたわけですが、数もさること

ながら、さらに重要なことは、大学院重点大学が具備

すべき内容であります。これについては、後ほど申し

上げたい。

　さて皆さんは、通常的にはすでに、４年あるいは６

年以上に亘る学生生活を終えられた、一人前の社会人

であります。私たち名古屋大学教職員一同、心からの

祝意を表すと共に、皆さんの、新鮮にして、志ある向

上心を萎えさせることのないよう、全力を挙げて対応

することを約束いたします。

　さて、本題に入る前に一言触れておきたいことがあ

ります。昨年度の、野依良治教授の「ノーベル化学賞」

の受賞であります。この受賞は、野依教授ご自身の卓

抜な能力と研究成果、たゆまぬ努力があってのことは

当然ですが、一つの教育研究機関としての名古屋大学

にとって誠に名誉なことであり、近年最大の喜びでし

た。今後、教育研究者を目指そうと考えている人はも

ちろん、他の高度専門職業人としての修行を積もうと

されている方々にとっても、人生における学習や仕事

への取組み方は、根本的に共通であります。それぞれ

の分野で、第２、第３の野依たりうることを目指して、

名古屋大学で学んでいる自信と誇りをもって学習と研

究に励んでいただきたい。

　本日話したいことは沢山ありますが、今年に限って

は、国立大学の法人化とそれに深く関連する「大学の

自己改革」について話さざるを得ません。何故なら、

国立大学の法人化、換言しますと、「国費で運営され

る法人格を取得した大学」のスタートが平成１６年度に

迫っていることに鑑みて、これまでの国家政策および

国立大学、特に名古屋大学における検討の経緯を知り、

将来を共に考えることが、私たち教職員と皆さん共通

の重要課題と考えるからであります。

　国立大学にとっては、過去に２つの大きな出来事、

いわば転換期があったと、私は考えております。一つ

は、言うまでもなく、明治政府による「学制公布」（１８７２
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年）であり、東京帝国大学を筆頭に次々と帝国大学を

創設してまいりました。因みに「名古屋帝国大学」の

設立は昭和１４年（１９３９年）であります。発展途上国で

あった日本が、先進欧米諸国へのキャッチアップを標

榜し、殖産興業による国創りのためのエリートたる人

材養成を第一の目標にしたことは周知のところであり

ます。

　欧米の古い、伝統的な大学が、学術の考究と進展を

目的に建学されたことに対し、そのスタートの時点で、

我が国の国立大学は異なっていたことに注目しておく

べきです。ただし、私はこれが間違っていたと言って

いるのではありません。政策的には正しかったと考え

ています。

　第二の転換期は、第２次世界大戦敗戦後の新制大学

の発足であります。これは、GHQ、すなわちアメリカ

総司令部の主導により為された帝国大学の廃止を伴う

国立大学の再編、新設でありました。紆余曲折はあり

ましたが、民主主義を高らかに謳い、必ず医学を含む

形で一つの府県に一つ以上の国立大学を設置する方針

のもとに今日９９の国立大学をもつに至っております。

現在、国立大学の再編・統合が大問題になっています

が、敗戦当時からつい最近に至るまでの政策として、

これも間違いではなかったと私は考えています。国民

誰もかれもが貧しく、隣の県に行くことすらが大変で

あった敗戦後、ましてや遠くの他府県に子供を、それ

も学生の身分で送る経済的な余裕など無かったのが現

実だからです。加えて何よりも、国立大学がその後の

地域の発展に果たした役割、そして結果的にそれに支

えられた日本経済と国民生活の急速な向上を見れば、

皆さんにも各地域の国立大学の存在価値が納得できる

ことと思います。

　第三の大転換期は、冒頭に述べた平成１６年度から訪

れようとする「法人格を有した国立大学」の出現であ

ります。

　このようなことを背景に、本日は以下の３点につい

て話し、皆さんと共に考えていきたい。第一に、今日

言うところの「大学問題の出発点」、第二に「大学改

革の留意点」、そして第三に「名古屋大学の自己改革」に

ついてであります。なお、私自身、私立大学や公立大

学については知らないことが多いので、本日は「国立

大学」のみを対象にして述べることにいたします。

　まず、第一の、「今日の大学問題の出発点」です。第

２次世界大戦敗戦後、政府主導の産業振興政策推進の

ための政府関連組織、すなわち行政機関は急激に拡大

し、特殊法人等を含む実質的な国家公務員の数は増加

の一途をたどりました。国立大学も例外ではなく、そ

れなりに諸々の自己改善を進めつつも、時には行政と

一体となり、時にはそれを先導する形で拡大してきた

のは事実です。遅まきながら、本格的に行政改革に手

が着けられたのは、１９８３年中曽根内閣の「臨時行政改

革推進審議会」でした。しかし、土光会長の情熱にも

拘わらず、現実には遅々として進まなかったのが事実

です。それが、橋本内閣において１９９７年に「中央省庁

統括計画」が出され、小渕内閣で一挙に加速されて、

１９９８年に「中央省庁等改革基本法」が、続いて「独立

行政法人通則法」が１９９９年に成立しました。主な内容

を２、３挙げますと、①２２省庁を１府（内閣府）１２省

庁に再編、②８９機関を独立行政法人化、③国家公務員

を１０年間で２５％削減、④これらを２００１年から実施する、

というものでした。

　私自身の痛烈な反省として聞いていただきたいので

ありますが、「独立行政法人化」という用語がチラホ

ラと話題に上り出した７，８年前、私は、この法人化問
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題が必ず国立大学に及んでくると感じ、当時の大学関

係者にも何度か話しました。かといって、“それでは君

は何をしたのか”と問われると、若干の情報収集をし

ていただけで、“何もしなかった”と反省せざるを得ま

せん。１９９９年の段階では、恥ずかしながら、まだ多く

の大学人が“国立大学だけは埒外だ”と楽観していた

のは事実です。他の行政機関の諸問題と並行する形で、

「大学問題に関する直接的な出発点」とも言うべき事

態が、ほとんど時期を同じくして、１９８４年中曽根内閣

の「臨時教育審議会」の発足と諮問、それに対する答

申から始まっていたにも拘わらず、であります。この

時の答申で重要なことをキーワーズだけ挙げれば、「個

性化・多様化・弾力化・組織運営・財政」であり、特

に前３者が格段に重要と考えています。

　以上でお分かりになるように、今日言うところの「大

学改革問題」の特徴は、好むと好まざるとに拘わらず、

「行政改革」の一環として捉えなければならない点で

あります。昨年６月には、遠山文部科学大臣から「国

立大学の構造改革の方針」、通称「遠山プラン」なるも

のが、文教政策として強く打ち出されました。内容は

大別して３つあり、（一）に国立大学の再編・統合の大

胆な促進、（二）に民間的発想による経営手法の導入、

そして（三）に第３者評価に基づく競争原理の導入で

あります。このことは、その後これらに対する反応が、

時には面白おかしく、時には深刻な問題として、各種

報道機関により報じられていますので、知らない人は

いないでしょう。

　教育研究に関する差し迫ったこれらの諸問題は、現

在だけを見ていると、私たち教職員と学生たる皆さん

だけの問題であるかに思えるかも知れませんが、実は

５０年先、１００年先の日本を方向付ける大問題です。何

事も“改革”は、それが社会や組織の根幹に関わるも

のであればあるほど、“余力のある間に”遂行しなけれ

ばなりません。余力がなくなれば、改革を実施したく

ても現実には出来ず、ただ、為すすべもなく“自然衰

弱”を待つばかりの状態になってしまいます。後に具

体例を挙げますが、名古屋大学は、ここ３，４年、全力

を挙げて自己改革に取組んでいます。皆さんは、大学

院生として、たまたま、その渦中にあるわけです。是

非、自分自身の問題、将来の名古屋大学、そして日本

の最重要問題として、私たち教職員と認識を共有し、

共に考えていただきたい。

　先を急ぎましょう。第二番目として本日話したいこ

とは、それでは、「大学改革」をどう進めるのか、特に

それらについての一般的な留意点についてであります。

まず、大学を巡る諸問題の変遷を再確認し、「現代」と

いう特別な時期の認識が必要です。前者に関してはす

でに述べましたので後者です。「現代」は、政治・経

済・産業構造を問わず、あらゆる分野で大きなパラダ

イムチェンジが急速に進行している時期です。学術分

野に限って見たとしても、２０世紀が、特に自然系科学

技術の急速な発展を生んだと同時に、そのパラドック

スとしての多くの負の遺産を残した反省を基礎に、２１

世紀には、折りに触れて申し上げている「文理融合型」

の学術・技術分野を創成、確立していかなければなり

ません。平たく言えば、例えば「生命科学技術」です。

これを、現在の医学部だけに、また理学、生命農学、

工学分野だけに委ねておいてよろしいか？誰も”

Yes ！”とは言わないに違いない。哲学も、倫理も、

法律も、心理も必要であり、これらを含む広い意味で

の社会科学分野との協働を進めなければならないこと

は自明です。加えて、今日ほど、「学術の社会的貢献」
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が強く求められている時代は、かつてなかったことを

十分自覚しなければなりません。いわば、大学と社会

との間の強い双方向関係に対する認識です。

　それではどうするのか、具体的視点を２，３述べてお

きたい。まず第一に、いかに行革の視点が叫ばれよう

とも、「大学本来の使命」、例えば本学のような基幹総

合大学の使命は何か、それを見失ってはなりません。

自由で、個性的で、創造性のある卓越した研究成果を

挙げることと、優れた人材を育成することです。その

ために、５０年、１００年先を見すえた長期目標をたて、そ

れに基づいて１０年をマイルストーンにした中期目標・

中期計画を立案し、実行しなければなりません。そこ

では、大学を活用したいと考える人たち、学生はもち

ろん、産業界や一般市民を含む「ユーザーの視点」が

必須となります。先に述べた文理融合型学術のために、

専門分野の基礎教育を包含した「教養教育」が益々重

要となるでしょう。

　このように考えてくると、大学の「個性化・多様化・

弾力化」は、お題目ではなく、必然として実行に移さ

なければなりません。

　今後、本学のように、「研究重点大学」であり、かつ

「教養教育重点大学」であろうとする大学もあれば、

両者のいずれかに目標を置く大学が現れるかも知れな

い。あるいは通常の社会生活に困らぬような一般教育

に重点を置こうとする大学、さらには国際的相互承認

が可能な特別の高度専門職業資格の取得を得意とする

点に個性を見い出そうとする大学も生まれてくるに違

いない。皆さんは、正にこのような多様な状況が生じ

つつある時代に、大学院へ進もうとされています。「市

民参画」という用語が最近よく用いられますが、本学

が「学生参画」を必要としている点を念頭に、是非私

たち教職員と共に考え、実行されることを期待します。

　最後に、第三の点、すなわち「名古屋大学の自己改

革」に関し、今日までの主要な点について簡単に触れ

ておきたい。以下に述べることは、すべて、これまで

話してきた第一、第二の点を踏まえて進めているもの

であります。

　まず、体系的な議論は、１９９８年に「部局長会」およ

び「組織改革検討委員会」を中心に、また自由な放談

会である「名大の将来を語る会」からの idea も参考に

しつつスタートし、２０００年２月には「名古屋大学学術

憲章」を制定いたしました。この内容は皆さん周知の

ことと思いますので、詳細は省略しますが、４つの柱

から成っています。（１）と（２）は、それぞれ「研究

と教育」および「社会貢献」の基本目標であり、（３）

と（４）は、それぞれ「研究教育体制」および「大学

運営」の基本方針です。これらは、いわば本学の憲法

とも言うべきもので、この種の「憲章」を制定したの

は名古屋大学が全国最初であります。なお、この「憲

章」には、アカデミックプランに関する長期目標の大

枠が、附帯事項として沿えられております。２年前に



６

新聞紙上で大きく取り上げられたことを覚えている人

もいるでしょうが、忘れてしまったり、また外部から

入学してこられた方々は、是非読んでおいていただき

たい。

　現在は、このアカデミックプランの大枠に示された

事項を具体化するために、必要な組織や、建物を含む

関連施設等の環境整備を着々と進めているところであ

ります。二、三申し上げておきましょう。まず、昨年

１２月に「教養教育院」が立ち上がりました。この組織

は教官２５名からなる、大きな権限を持つヘッドクォー

ターで、「専門教育の一環としての共通教育を全学で担

当する、全国で初めての試み」を、企画・立案・コー

ディネイトする重要な機関です。

　また、教官定数の２％（約４０名）を目途に、数年間

研究に専念できる組織「高等研究院」も、去る４月１

日発足いたしました。実質的な活動は本年中盤からに

なろうかと考えていますが、これも全国的に注目され

ている新しい組織です。

　法科大学院や、ポンゼショセ大学と共同設立した経

営管理修士コース（名大版MBA）もこの４月からス

タートいたしました。今後予想される技術者や医療関

係者の分野を含む、いわばプロフェッショナルスクー

ルともいうべき組織を、大学内に統括的な理念と具体

性をもって創り上げるために、「資格教育院（仮称）」

の設置を計画し、審議は終盤に入っています。

　まだまだ言いたいことは沢山ありますが、「環境学研

究科」の新設（昨年４月）に一言触れないわけにはま

いりません。前述のアカデミックプランの大きな柱に

なっている「文理融合型」分野を具体化した最初の組

織であり、全国初の、本格的な「環境学」に関する研

究科だと、自負しております。今後２１世紀型の同種の

学術組織が次々と続いてくる筈であります。ただし、

伝統的な領域学術分野も、益々高度化させていかねば

ならぬことは言うまでもありません。

　ここ一両年で建物も随分増え、キャンパスもかなり

変わる筈です。名古屋大学の自己改革・新創成は是非

皆さんと共に考え、進めてまいりたいと切望していま

す。

　本日述べたことの内容を互いに理解し、本学が皆さ

んにとり、青春の気概で、活き活きとした人生の、新

たなるスタートを切るに相応しい場所であることを約

束すると共に、皆さん自身が最大限の努力をされるよ

う、心から期待しております。

　以上をもって、大学院入学生への辞といたします。
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総長の辞（２００２年学部入学式）

松　尾　　　稔

　名古屋大学は、本日ここに、２，２４０名の学部入学生

を迎えました。本学の教職員を代表して、まずは、“ご

入学おめでとう”と心から申し上げます。

　皆さんは、多分、長い間の受験勉強からの解放感に

浸りつつ、これから始まる新しい学生生活に対し、夢

と希望をもって、今ここに出席されているのものと信

じます。私たち名古屋大学教職員一同、皆さんの新鮮

にして志ある向上心を萎えさせることのなきよう、全

力を挙げて対応することを約束いたします。

　さて、本題に入る前に一言触れておきたいことがあ

ります。世界、日本を問わず暗いニュースが続く中で、

昨年本学にとって大変嬉しかった出来事、それは、野

依良治教授の「ノーベル化学賞」受章であります。こ

れについては、日本中の人々が野依教授ご自身と共に、

その喜びを共有して下さいましたが、とりわけ、一つ

の教育研究機関である名古屋大学にとっても誠に光栄

であり、近年最大の喜びでした。学問的成果について

触れることは省略しますが、野依教授が名古屋大学の

構成員や卒業生に“誇りと自信”を与えて下さったご

貢献は多大なものがあると思っております。併せて、

特にここ一両年、教育研究に関してはもちろん、運動

部や社会的活動についても名古屋大学からの発信が急

増している、と各種会合などでよく言われます。大変

嬉しいことで、皆さんも、新聞紙上等で気づいておら

れるでしょう。これらのことが、新入生皆さんの志気

を大いに鼓舞し、学問への意欲、クラブ活動や社会活

動への意志を強く奨励し、その結果、本学を目指し、

そして入学してこられたものと信じております。

　本日話したいことは沢山ありますが、まず第一に、

今や大学、特に国立大学が大きく変わろうとしている

現状に触れ、その後に名古屋大学の学風や、目指そう

としている「名大像」とも言うべき将来の姿について

話します。皆さんは、これまでこの種の問題に余り興

味を持っていなかったであろうし、また考える時間的

余裕もなかったと推察いたします。しかし、大変重要

な問題ですので、出来るだけ易しく話すつもりですの

で、よく聞いていただきたい。

　日本の国立大学の変遷を振り返ると、今日に至るま

でその典型的な特徴により３つの時代に区分できるの

ではないかと考えます。最初は明治５年（１８７２年）の「学

制公布」による帝国大学の設置であり、発展途上国で

あった日本が先進列強各国に伍していくため、各分野

における中枢的人材を育成しようとした、いわゆる「エ

リート育成時代」であります。これにより、東京帝国

大学を筆頭に次々に帝国大学が設置されました。因み

に、現在の本学の前身である名古屋帝国大学は昭和１４

年（１９３９）の設立であります。

　さて第二は、日本が第２次世界大戦に敗れ、昭和２２

年（１９４７）「学校教育法の制定」により、国立大学が

新たに再編、新設されて以来、ごく最近に至るまでの
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時期であります。「国土の復興」と「経済および国民生

活の向上」が急務であった中、大都市だけではなく、

各地域の経済や文化を支える大量の人材が必要となり

ました。その結果、各府県に一つ以上の国立大学を設

置する政策がとられ、今日、９９の国立大学を数えるに

至ったのであります。当初はまだ「大学生はエリート」

という認識が若干残っていましたが、その後生活の向

上と共に大学進学率は急速に高まり、いわゆる巷間言

うところの「大学大衆時代」を迎えたのであります。

　第三の波は、ここ数年前から現在、そして将来へと

向かおうとする「大学のユニヴァーサル時代」、いわば

万人が大学へ進学する時代に入ってきたのであります。

加えて、平成１６年度（２００４）からは国立大学の法人化、正

確に言うと「法人格を持った国費で運営される大学」

へと、国立大学は大転換する時期に突入しようとして

います。ここ１０数年、個性化・多様化・弾力化をお題

目のように唱えながら、現実には、均一・画一的であっ

た各国立大学が、現状から抜けだし、それぞれが個性

化を目指すのは間違いありません。皆さんは、大学、

特に国立大学にとっても、こういう激動の時代に我が

名古屋大学へ入学して来られたのであります。

　さて、こういう歴史と現実に直面して、我が名古屋

大学は、一体何を目指し、具体的に何をしようとして

いるのか。

　私たちは、まず、大学の存置価値・存置理由を議論

することから始めました。結論のみ簡単に述べますと、

それらは５点あります。すなわち一般論としては、①

人類の存立と社会生活の質を維持向上させる基盤を提

供する、②知的社会資本を蓄積し、国際公共財として

の科学的情報を提供する、③現代の経済的価値に偏ら

ず、市場原理や世代を超えた、長期に亘る社会的価値

をもたらし、地球規模で人類の福祉に貢献できる研究

成果を生み出す、ことです。そして特に名古屋大学の

ように、国費で維持される大学にあっては、④国内外

での公共社会に貢献する人材を育成する、⑤人類の知

的好奇心を満たす基礎科学や人文学などを広い視野か

ら研究し、その到達点を次世代に継承すること、が強

く要求されます。併せて、経済や科学技術の各分野に

おいて、その勢いにやや陰りの見え始めた日本におい

ては、雇用の拡大・安定をも視野に入れることが要請

されております。

　やや抽象的で、理解困難であったでしょうか。要す

るに、大学、特に国立大学に存在価値があるとするな

らば、その本来の使命は、第一に教育、第二に研究、

そしてそれらを通じての社会的貢献だ、ということで

あります。このようなそれぞれ固有の存置理由のもと

に、各大学は、先に述べた個性化を追求し、日本全体

として、遠からず、多様な大学が存在する時代がやっ

てくるに違いない。

　このような状況を先見して、私たちは次世代の名古

屋大学の在り様を、あらゆる角度から全力を挙げて議

論し、ここ一両年、着々と実行に移してまいりました。

　まずは、名古屋大学の長期ヴィジョンについてであ

ります。５０年、１００年先の日本と世界、そして、その中

での名古屋大学を考えなければなりません。しかし、

教育研究に関する長期政策立案は大変難しい。何故な

ら例えば、産業構造や人的資源の在り方の変化、さら

には社会における価値観の変化の可能性を予測するこ

とが、大変難しいからであります。難しいが、しかし

ながら、それをやろうとするところが、人間が人間た

る証でもあります。動物として、自己がすでに生存し

ていないことを確実なことと自覚しつつ、諸々のこと

についての将来の姿を真剣に考え、可能な努力をしよ
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うとするのは人間だけです。それがあってこそ、希望

や志気が湧いてくるのであります。その意味で、大学

としてのグランドデザインとも言うべき、長期目標を

もたなければなりません。

　その時、念頭に置くべき重要な前提があります。近

未来に確実に迫り来る人口減、少子・高齢化に伴う労

働力、生産力の低下の問題です。このような未来の状

況を想定した上で、中部の地域づくり、名古屋のまち

づくりを併せ考えることが必要でしょう。端的に言え

ば、次のようになるでしょう。すなわち、日本全体を

見れば、各地に点在する大都市などの重要な拠点があ

り、それらを結ぶ重要な基幹的ライフライン、そうし

て拠点都市の中間に存在する広大な緑地、そういう風

に移り変わっていくに違いない日本の将来像の中で、

中部地域、名古屋、その中核としての名古屋大学を考

えなければなりません。そのためには、５０年、１００年先

をにらんだグランドデザインのもとに長期目標を描き、

１０年をマイルストーンにした中期目標と計画、その上

での当面の短期計画が必要です。しかもそこには、無

定見、毀誉褒貶とは全く異質の、柔軟性、弾力性が要

求されます。

　新入生に対する話しとしては、ここまできてなお、

少し抽象的で堅苦しくなりましたね。私の悪い癖です。

できるだけ具体的に述べましょう。

　先に大学の個性化、多様化は急速に進むだろうと述

べました。“欲張りではないか”、と言われるかも知れ

ませんが、名古屋大学は、「研究重点大学」であると同

時に、「教養教育重点大学」であろうとしています。高

いレベルでの両者の併存は、極めて難しいことですが、

しかしどうしても実現していかなければならないので

す。それは、２１世紀型の学術および技術に主導的役割

を果たし、かつ２１世紀に要請される人材育成のための

教育上、是非必要だからです。この決意は、長い議論

の末、長期的理念として、２０００年２月に制定された

「名古屋大学学術憲章」に謳われております。ここで

詳細を述べる時間はありませんので、皆さん、すぐに

読んでおいて下さい。「研究教育」と「社会貢献」のた

めの基本目標、および「研究教育体制」と「大学運営」

の基本方針がそこに示されています。

　２１世紀には、本日皆さんが入学してこられた学部に

代表される学術分野－これらを私たちは２０世紀を主導

してきた領域分野と呼んでいますが－、これらに加え

て、現在の領域を融合した新しい学術、技術分野、例

えば環境学、生命科学、情報学、安全安心学等々が、

大きな比重を占めてくるのは必然です。そこでは、自

己の専門分野における高度な能力を修得するだけでは

不十分であり、それに加えて、他の専門分野を肌で理

解し、互いに協力し合うための深い知識と心、換言す

れば広い「教養」が要求されます。大変難しいことで

すね。しかし、諦めないで下さい。難題だと分かりつ

つ、本学は、university、つまり基幹総合大学の機能

を最大限に活用・発揮して、皆さんと協働してこれを

可能にしようとする努力を開始したのです。総合大学

としての本学は、独立した各学部が、一見、縦割りに

並んだその上に「名古屋大学」という屋根が被ってい

るだけでは、２１世に対応できないと考えているからで

す。積極的に、各学部を横断的に融合していける体制

と内容を皆さんと共に作り出していかなければなりま

せん。そのために、「研究重点大学」であり、かつ「教

養教育重点大学」であろうとしているのです。

　今後、皆さんは、本学の多彩な研究教育組織をご覧

になり、おいおい理解されるに違いないと信じていま
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すが、その背景には、本学に脈々と流れる「学風」が

あることも見逃さずにいただきたい。

　皆さんは、名古屋を中心とする東海地域、いわばグ

レーター名古屋の歴史的特徴や、名古屋大学の「学風」

について考えたことがありますか。前者については、

もちろんあるでしょう。三大英傑はともかくとして、

この地域は、明治以降、関東、関西に重点投資せざる

を得なかった中央政府に、いわば自助努力を求められ

る中で、何人もの起業家を生み、国際性豊かな、日本

経済の中核を占める「モノ作り」の中枢圏域になりま

した。今後この傾向は益々強まると考えています。

　さて、こういう歴史的、地域的背景、そして後発の

総合大学としての周辺環境の影響も受け、名古屋大学

は“進取の気概に満ち、既存の価値観に拘束されない

自由闊達な学風を有する”と人々は言い、私たちは、

自らの道のりを反省することを忘れずに、常にこれを

誇りと思っています。最近では、私はもう少し具体的

に、「啓発性」・「創造性」・「先見性」を学風３本柱と考

えています。「啓発性」とは、個性の尊さを自覚し、各

人それぞれ異なった天賦の才能を発育させる啓発精神

であり、「創造性」とは、観念のみに止まらず、実践行

動を経て、全身を動員した感性豊かな創作精神であり

ます。また、「先見性」とは、既存の権威にとらわれず、

過ちを恐れず常に自らの洞察と調査に基づいて独自の

道を切り拓く、地に足のついた先見精神を言います。

これらは、本学の創設期にすでにその底流が生まれ、

根本的には今日に至るまで大学構成員の心の中に引き

継がれてきたものです。やや長くなるかも知れません

が、一つの実例を挙げてみましょう。

　名古屋帝国大学の第１回入学式は、昭和１４年（１９３９

年）４月１４日に挙行されました。当時の軍国主義的風

潮の下、「教育は国家に奉仕するのが本来の使命」と考

えられていた時代に、渋沢元治初代総長は次のような

告示を行っておられます。すなわち、「一体、教育とい

うことは人を啓発することで、人間天賦の才能を発育

せしめることであります。即ち外から詰めこむことで

はなく、人の生まれながら持っている能力を発揮させ

ることであります。人は容貌の違うやうに各人各々異

なった性格、才能を持っているものでありまして、之

を適当に発育すれば必ず人生の福祉を増進するに役立

つものであります。即ち各人の持っている天稟の尊い

ことを自覚することが教育の第一歩であると信じま

す。」（名古屋大学５０年史：通史１）。これは、教育基本

法の精神の先取りと言って過言ではありません。

　さらに渋沢先生は、現在のグレーター名古屋、そし

て名古屋大学の一つの特質と考えられている「モノ作

り精神」に直結する内容についても同時に述べておら

れます。すなわち、「最近農村子弟の教育を施すに農民

農場において自ら鋤鍬を執って激しい労働に従事させ

る教育が行われて居ります。其の目的は鋤鍬を巧みに

扱ふことを学ぶのみではありません。此の労働に堪え

所謂農業精神を養うことが尊いのであります。之に

依って人格の建設、社会に活動する意気を養ふのであ

ります。［中略］農村教育に於ける農民農場は工学教育

に於ては実験室及び実習工場でありまして、私は之を

工業道場と申しまして、ここで工業精神を鍛錬するこ

とを工学教育の真髄であると考えております」（前出）。

　以上は、農学や工学について述べられていますが、

他の分野についても、内容は共通するもので、現在学

風として育ってきている人間性を大切にした「啓発

性」・「創造性」・「先見性」の出発点と言えるでしょう。

「質実にして、なおかつ進取の気概に満ち、既存の価

値観に拘束されない自由闊達な学風」を皆さんと共に、

より強固なものに育てていきましょう。

　凛とした志を持ち、白紙の上に自己の将来地図を描

く、そういう気概でもって、若者らしく、明るい気持

ちで新しい学生生活のスタートを切られることを切に

望んでおります。

　以上をもって、入学生への辞といたします。
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　本学では、昨年６月、組織改革検討委員会の５つの

小委員会に「人事・労務」及び「財務・会計」の２つ

の小委員会を加え、法人化へ向けての課題を検討して

きましたが、本年４月から、さらにそれらの具体化に

向けた検討を行うため、組織改革検討委員会各小委員

会の再編成を行いました。今後、同委員会では、「法人

格を取得した名古屋大学の組織、管理運営等について

企画立案し、全学的観点から検討する。」、「法人への移

行業務について検討する。」といった法人化への対応と

「名古屋大学の組織、管理運営等の諸改革について企

画立案し、全学的観点から検討する。」といったこれま

での機能の継承を目的として、２１世紀の名古屋大学像

を見据えた本学の法人格取得問題及び組織・管理運営

等の諸改革を総合的に検討していくこととなりました。

　また、法人化に伴い必要となる学内における膨大な

量の具体的な作業を円滑に進めるため、法人化担当と

して、新設の総長特別補佐に奥野前副総長を任命する

とともに、総長補佐のうち４名がほぼ専属のかたちで

法人化対応を担当することとなりました。

法人化（法人格取得）への対応を強化

備　　　考氏　　　名担　　　当職　　名

奥野　信宏　　　法人化対応総長特別補佐

佐々木雄太　　　総　務　担　当副総長

伊藤　正之　　　学　務　担　当副総長

小池啓三郎　　　事務局長

高等教育研究センター池田　輝政　教授法人化（目標・評価）・広報担当総長補佐

経済学研究科奥村　隆平　教授法人化（財務会計）担当総長補佐

法学研究科松浦　好治　教授法人化（法務）担当総長補佐

環境学研究科黒田　達朗　教授法人化（人事・労務）・新組織対応担当総長補佐

工学研究科山本　一良　教授教養教育担当総長補佐

文学研究科小川　正廣　教授入試・入試改革担当総長補佐

理学研究科福井　康雄　教授研究・国際交流担当総長補佐

工学部谷口　　元　教授キャンパス・施設担当総長補佐

生命農学研究科坂神　洋次　教授社会連携・社会貢献担当総長補佐

理工科学総合研究センター鈴置　保雄　教授産学官連携担当総長補佐

法学研究科増田　知子　教授人権・男女共同参画担当総長補佐

医学研究科祖父江　元　教授鶴舞地区担当総長補佐

平成１４年５月１日現在

総長補佐体制



１２

※総長特別補佐、副総長、事務局長及び総長補佐は、必要に応じ、各小委員会にオブザーバー

として出席する。

役　　　割氏　　名職　　　名委　員　会　名

・大学の長期目標、中期目標・
中期計画等についての検討

・評価のあり方、方法について
の検討

後藤　俊夫
神尾美津雄
山下　廣順
上出　洋介
関　　志朗

工学研究科長
文学研究科長
理学研究科長
太陽地球環境研究所長
総務部長

目標 ･計画 ･評価小委員会
（第１）

・大学の組織・運営等について
の検討

・総長の選考方法についての検
討

奥野　信宏
加藤　　潔
久野　　覚
妹尾　久雄
國島　　茂

総長特別補佐
情報文化学部長
環境学研究科長
環境医学研究所長
総務課長

組織運営小委員会（第２）

・大学の役員、教職員の人事・
労務のあり方、方法等につい
ての検討

佐々木雄太
河野　正憲
江崎　光男
神谷　紀生
高橋　俊彦
白石　健二

副総長
法学研究科長
国際開発研究科長
人間情報学研究科長
総合保健体育科学センター長
人事課長

人事・労務小委員会（第３）

・大学の財務・会計についての
検討

岸田　民樹
山本　進一
伊藤　義人
長谷川正文

経済学研究科長
生命農学研究科長
附属図書館長
経理部長

財務・会計小委員会（第４）

・附属病院についての検討

二村　雄次
勝又　義直
平井　勝利
佐藤　　勝

医学部附属病院長
医学系研究科長
国際言語文化研究科長
医学部・医学系研究科事務部長

附属病院小委員会（第５）

・法人に関する各小委員会の検
討の調整及び総括

奥野　信宏
伊藤　正之
佐々木雄太
岸田　民樹
勝又　義直
後藤　俊夫
二村　雄次
小池啓三郎

総長特別補佐
副総長
副総長
経済学研究科長
医学系研究科長
工学研究科長
医学部附属病院長
事務局長

法人制度検討小委員会（第６）

・教育研究組織、全学共通基盤
等の創設、整備についての検
討

・その他、将来構想に関する事
項

伊藤　正之
村上　　隆
土屋　昭博
近藤　健二
古沢　六朗

副総長
教育発達科学研究科長
多元数理科学研究科長
言語文化部長
主計課長

新組織創設等構想小委員会
（第７）

村上　　隆
今津孝次郎
寺田　盛紀
丸山　　豊
矢木　　修
藤田　高弘
周藤　芳幸
和田　　肇
根本　二郎
太田　龍朗
小野木克明
久野　　覚
浪川　幸彦

教育発達科学研究科長
教育発達科学研究科教授
教育発達科学研究科教授
附属中・高等学校副校長
附属中・高等学校教諭
附属中・高等学校教諭
文学研究科助教授
法学研究科教授
経済学研究科助教授
医学系研究科教授
工学研究科教授
環境学研究科長
多元数理科学研究科教授

附属学校問題検討専門委員会

伊藤　正之
若尾　祐司
河野　正憲
佐野　　充
山下　廣順
勝又　義直
後藤　俊夫
山本　進一
妹尾　久雄

副総長
文学研究科教授
法学研究科長
情報文化学部教授
理学研究科長
医学系研究科長
工学研究科長
生命農学研究科長
環境医学研究所長

生命科学の教育研究組織に関
する特別小委員会

組織改革検討委員会小委員会担当
平成１４年４月９日現在

組織改革検討委員会小委員会



１３

備　　　考氏　　名職　　　　名ワーキンググループ

池田　輝政
小川　　光
平島　　大
早川　義一
茂登山清文

高等教育研究センター教授
経済学研究科助教授
理学研究科教授
工学研究科教授
人間情報学研究科助教授

広報に関するWG

福井　康雄
小池啓三郎
佐藤　彰一
野口　裕之
北住　炯一
奥村　隆平
近藤　孝男
渡邉　芳人
祖父江　元
松下　裕秀
大久保　仁
新美　智秀
坂神　洋次
大坪　　滋
古賀　伸明
福田　眞人
久野　　覚
池田　輝政

理学研究科教授
事務局長
文学研究科教授
教育発達科学研究科教授
法学研究科教授
経済学研究科教授
理学研究科教授
理学研究科教授
医学研究科教授
工学研究科教授
工学研究科教授
工学研究科教授
生命農学研究科教授
国際開発研究科教授
人間情報学研究科教授
国際言語文化研究科教授
環境学研究科教授
高等教育研究センター教授

アカデミックプラン
の具体化に関する
WG（２１世紀COEプ
ログラム）

組織改革検討委員会小委員会ワーキンググループ担当
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　平成１６年度にも予定される国立大学の法人化に向け

て、名古屋大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、豊

橋技術科学大学、岐阜大学、三重大学の連携・協力に

より、東海地域（東海３県・国立６大学）法人化準備

室が総勢１３名の体制で本学に設置されました。

　これは、法人化に向けた今後の大学での取り組みに

おいて、人事労務、財務会計の分野では大学間共通の

課題が多く、複数大学が連携・協力して検討・作業を

進める方がより効率的であるとの観点から、名古屋大

学の呼びかけにより結成されたもので、本学から専任

事務職員（課長補佐）１名が配置されると共に、６大

学からこれらの分野に精通する事務職員各２名が派遣

され、共同で情報収集、調査研究等を行うこととして

います。

　室員は通常各大学で執務しますが、隔週ごとを原則

に必要に応じて本学に置かれた準備室事務局に集まる

機動的な組織形態で活動していきます。

　４月１２日には、本学で第１回会合が開催され、各大

学の事務局長、総務部長、経理部長及び室員３０名が出

席し、小池事務局長から設置の趣旨、背景等について

説明があった後、今後の進め方等について活発な意見

交換を行いました。

　また、会合後には、６大学の事務局長等が揃って共

同記者会見が行われました。

東海地域（東海３県・国立６大学）
法人化準備室を名古屋大学に設置

▲説明を行う小池事務局長（第１回会合） ▲豊田講堂内の準備室事務局（第２回会合）
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　本学では、現在、「名古屋大学学術憲章」に基づき

本学のアカデミックプランの策定・実現に努めていま

すが、その一環として本年４月１日、全学の研究推進

を支える「高等研究院」を学内措置により設置し、同

院長に野依理学研究科教授を任命しました。

　高等研究院は、世界トップクラスの研究に取り組み、

その成果を学内外に発信するため、主として一定の期

間、研究のみに専念する教員によって構成される研究

組織です。

　高等研究院では、高度な研究を学内から公募し、学

外者を含めた機関で審査の上、プロジェクトの採用の

可否を決定し、選ばれた研究プロジェクトには、予算、

人材、設備等の優遇措置を図ることとしています。

　また、研究に対する点検・評価を高等研究院会議の

主導のもとに、高等研究院全体の活動に対する点検・

評価を全学計画評価委員会との連携のもとにそれぞれ

実施し、高等研究院の運営、プロジェクトの選定等に

反映させることとしています。

　なお、高等研究院の教官数は、最終的には教官定員

の２パーセント以内の規模を想定しています。

【対象とする学術研究のタイプ】

①　大型研究費を伴う研究

　外部資金を伴う大型研究、COE性を発揮した新た

な展開を目指す研究など、本学を代表し、かつ、世

界をリードすると期待される研究。

②　萌芽的研究

　従前の研究分野の枠を越えた新しい分野を創出す

ることを目指す研究。

③　知の体系化・総合化を目指す研究

　分散する知識や成果を体系化・総合化することに

より、飛躍的に価値ある知的フレームワークの創造・

展開が期待される研究。

④　戦略的プロジェクト研究

　将来どのような学術分野、技術大系、社会体系が

必要か、また、その実現のためにはどのような研究

の枠組み・体制が必要になるかを模索する戦略的な

研究。

高等研究院が設置される
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　理学研究科では、３月１４日、西田篤弘　外部評価委

員長（日本学術振興会監事）をはじめ９名の外部評価

委員の出席を得て、外部評価を実施しました。

　今回の外部評価は、同研究科が大学院重点化後５年

を経て初めて実施されたもので、２月から各専攻ごと

に個別的に実施した外部評価を踏まえ、主に大学院重

点化後の教育・研究を対象に評価が行われました。

　一日という短時間の評価でしたが、午前中は各専攻

の評価、午後からは同研究科の教育や管理運営に対す

る評価が行われました。研究科長をはじめ同研究科担

当者からの説明に対する外部評価委員からの質疑や、

それについての答弁など、会場は張りつめた緊張感の

もと、熱心で有意義な意見交換が行われました。

　なお、この評価結果については、後日、外部評価報

告書として出版される予定です。

理学研究科が外部評価を実施

▲意見交換を行う外部評価委員



１７

　地球水循環研究センターは、２月２２日、市内におい

て愛知県、名古屋市及び名古屋気象台から後援を得て、

一般市民を対象とした公開講演会を開催し、学内外か

ら約７０名が参加しました。

　これは、旧大気水圏科学研究所が廃止転換され、平

成１３年４月１日に全国共同利用の研究施設として同セ

ンターが創立されたことを記念し、同センターが掲げ

る「地球水循環」を主テーマに、センター創立記念公

開講演会として開催されたものです。

　はじめに伊藤副総長から、センター創立のお祝いの

言葉と今後の期待を込めたあいさつがあり、次いで、

中村センター長から、センターの設立目的、研究組織

の概要等の説明があった後、５名の講師から、地球に

おける水循環システムの構造と変動に関する各講演が

行われました。各講演の後には参加者から活発な質疑

もあって、地球水循環の問題は一般市民の方々にも身

近で関心の強い課題であることが認識されました。

　同センターでは、今後もこのような一般市民向けの

公開講演会を毎年定期的に開催する予定です。

「地球環境問題と大学の役割」

　　東京大学気候システム研究センター

 ���������������� 住　　明正　教授

「衛星に見る世界の降雨」

　　名古屋大学地球水循環研究センター

 ���������������� 中村　健治　教授

「降雨特性にみるアジアらしさ」

　　名古屋大学地球水循環研究センター

 ���������������� 上田　　博　教授

「植生・地表面状態を衛星から測る」

　　名古屋大学地球水循環研究センター

 ���������������� 樋口　篤志　助手

「人類の活動と水の循環」

　　総合地球環境学研究所 ���� 中尾　正義　教授

地球水循環研究センターが
創立記念公開講演会を開催

▲伊藤副総長によるあいさつ▲中村センター長による説明
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　環境学研究科は、２月２３日、愛知県、名古屋市、愛

知県教育委員会及び名古屋市教育委員会の後援を受け、

環境学シンポジウム「市民とともに築く都市環境－開

かれた大学をめざす名古屋大学－」を豊田講堂で開催

しました。

　これは、内閣府総合科学技術会議から環境分野につ

いてのシンポジウム開催の打診を受けて、同研究科の

二つの大きな柱である「持続性学」「安全安心学」双

方の内容を含み、都市をテーマとした市民参加型の大

規模シンポジウムとして企画・実施されたものです。

　当日は、一般市民や中・高校教員などを含む２２０名

余が出席し、ロビーでは市民向けに建物の構造と地震

の揺れの関係が体験できる装置や、同研究科の教育研

究活動を示す各種ポスターが展示されました。

　シンポジウムでは、松尾総長による本学の理念、 

小川同研究科長による研究科紹介及び環境学の説明に

始まり、研究科側から４つのテーマで講演が行なわれ

ました。

　次いで、総合科学技術会議の渡邉　信　参事官から国

策としての環境分野の研究推進政策について、また 

石井紫郎　同会議議員から「共生」という言葉の歴史か

ら２１世紀の環境研究が目指すべきものについての講演

がありました。

　総合討論では、村上　教育発達科学研究科教授から

中・高生の学習意欲を刺激する環境教育・防災教育の

話と、平野　工学研究科教授から都市環境に関する工学

の寄与についてコメントがありました。さらに、質疑

応答では活発な意見交換が繰り広げられ、都市環境問

題を市民ともに築いていく端緒となる、また一般市民

の方々にとっては環境学の全体像を捉えるのに好適な

シンポジウムとなりました。

環境学シンポジウムを開催

▲石井氏による講演
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　医学部は、「セクシュアル・ハラスメントの防止」

をテーマに、３月５日、牟田和恵　甲南女子大学人間

科学部教授を講師として「セクシュアル・ハラスメン

ト防止のために」と題した講演会を実施しました。

　これは、かねてより「医学部セクシュアル・ハラス

メント防止・対策等に関するワーキング」において実

施が計画されていたもので、医学部及び医学部附属病

院におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の一

環として、この問題の重要性を教職員等に周知すると

ともに、社会的識見を認識することにより、意識の啓

発及び一層の資質の向上を図ることを目的としたもの

です。

　講演会では、始めに二村　病院長及び太田（龍）　医学

部セクシュアル・ハラスメントワーキング委員長から、

講演会開催までの経緯及び意義について説明とあいさ

つがあり、鈴木　医学部保健学科教授の司会のもとに教

職員、医員、研修医、大学院学生等約３００名が参加し、

講師からセクシュアル・ハラスメントに関する認識の

重要性、多岐に亘る事案等わかりやすい説明が行われ、

セクシュアル・ハラスメント防止の認識をより一層に

深めることができました。

　また、講演終了後には予定時間を大幅に超え、活発

な質疑応答が行われました。

医学部でセクシュアル・ハラスメント
防止講演会を開催

▲牟田講師 ▲多数の参加者▲二村病院長



２０

　医学部附属病院は、３月１９日、リスクマネジメント・

シンポジウムを開催しました。

　第１会場の薬剤部病棟業務指導者研修会では、

Donald T. Kishi, Pharm. D. により、「UCSF Medication 

Error and Adverse Drug Event System」と題して講

演が行われ、多くの教官や学生及び医療関係者が参加

し、薬物治療に関わる事故防止の取組みについて活発

な質疑応答が行われました。講演はUCSFにおける薬

物治療に関わる報告システムの現状と今後の改善策を

中心に行われました。

　第２会場では、シンポジウム「医療訴訟と鑑定」が

行われました。これは、本年１月に名古屋地裁で開催

された「医療訴訟ガイダンス」を受けて、名大病院リ

スクマネジメント・チーム（RMT）が主催し、行った

ものです。名古屋地裁からの裁判官や書記官１３名を含

め、延べ出席者数は２３８人で、院外からも多数の出席

者がありました。

　最初に二村病院長の挨拶のあと、名古屋地裁の水谷

正俊裁判官から医療訴訟の現状、鑑定手続きの概要と

具体例、鑑定人選任の困難な現状に対して新たに設置

された医療関係訴訟委員会等の取組みや、鑑定人に配

慮した鑑定手続きの改善等について説明されました。

　これに対して、医学系研究科の太田（美）教授から「私

の鑑定経験」と題して、医療裁判に対して意見書を提

出した経験をもとに裁判に対しての提言があり、続い

て同教授から「感染症と医療事故」と題した発表があ

りました。

　次いで、二人の弁護士から「医療の専門家に望むこ

と」という提言がありました。加藤良夫弁護士からは、

医療者はプロフェッショナルとしての自覚を持って医

療実践をしてほしいこと、過ちから学ぶ医療を構築し

てほしいこと、医療被害者の実体を見つめ救済の手を

差し伸べてほしいことが強調されました。その上で、

「医療被害防止・救済システム構想」について説明が

行われました。引き続き、立岡亘弁護士からは、鑑定

書を依頼された場合にどのような意見を述べることが

望ましいか説明がありました。

　その後、両会場合同で行われた懇親会では、多数の

出席があり、法曹界と医療界との交流を行いました。

医学部附属病院がリスクマネジメント・
シンポジウムを開催

▲（第１会場）講演者：Donald T. Kishi, Pharm. D ▲（第２会場）シンポジウム「医療訴訟と鑑定」
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　経済学研究科附属国際経済動態研究センターは、２月

７日、第１６回国際経済動態研究センター／キタン国際学

術シンポジウム「東アジア地域協力の共同設計」を、朝日

新聞社、東海財務局の後援を得て、シンポジオンホールで

開催しました。これは、グローバル化の進展の中で東アジ

アが地域として協力する必要性が益々強まっているという

認識の確認と、地域協力を共同で設計するという協力形

態の再確認を行うことを目的に、海外・他大学からも研究

者を招いて開催されたものです。

　開会にあたって、奥野　副総長、細見真　東海財務局長

及び岡田邦彦　キタン会会長からあいさつがありました。

その後、７人のスピーカーがセッションⅠ、Ⅱに分かれ、以

下のテーマで報告しました。セッションⅠでは、金泳鎬　慶

北大学教授／前韓国産業資源大臣による「東アジア経済

統合の新しい枠組み」、「ミスター円」として国際的にも著

名な榊原英資　慶応大学教授／前大蔵省財務審議官の

「東アジアの地域協力－金融協力を中心にして－」、 

胡鞍鋼　中国清華大学教授／中国科学院中国研究セン

ター長による「中国の東アジア自由貿易協定政策」の３報

告がなされました。セッションⅡでは、ウォルデン・ベロー　

フィリピン大学教授／フォーカス・オン・ザ・グローバルサウ

ス　エグゼクティブディレクターによる「グローバル化と東ア

ジアにおける市民協力の展望」、続いて宋林飛　中国江蘇

省社会科学院長の「中国の経済発展と東アジアの地域協

力」、タイの経済・政治に関する研究の発表を続ける 

クリス・ベーカー博士による「ASEAN－地域協力の内的圧

力と外的制約－」の３報告がなされ、最後に総合報告とし

て同シンポジウムのコーディネーターでもある平川均　同

センター教授が「グローバル化と東アジアの地域協力」と

題して報告をしました。

　続くパネルセッションでは、７人のスピーカーに加え、 

上原一慶　京都大学教授、藤原秀人　朝日新聞社論説委

員、スラナート・カマナロン　タイコンケーン大学準教授をは

じめとして本学からも４人の教官がパネリストとして参加

し、様 な々論点について活発な議論が繰り広げられました。

それを通じ、東アジアの地域協力の必要性が再認識され

ると共に、課題として対外的にはアメリカのアジア政策との

関係、域内では各国内の障害を乗り越えなければならな

い点が確認されました。

　シンポジウムの模様は、インターネットを使ってリアルタイ

ムで世界へ配信され、その映像は国際経済動態研究セン

ターホームページ（http://erc2.soec.nagoya-u.ac.jp/）に

て見ることができます。

国際経済動態研究センターが
シンポジウムを開催
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　わが国の学術の発展・

向上に多大な貢献をした

研究者に贈られる日本学

士院賞を、佐藤彰一　文学

研究科教授が受賞するこ

ととなりました。

　佐藤教授は、フランス

本国においても誰も着手

しようとしなかった、メ

ロヴィング期トゥールの

サン・マルタン修道院が

農民からの賦課徴収用に作成した文書の伝存する断片

２８葉を徹底的に分析することを通じて、７世紀ロワー

ル地方の農民世界を再現しようとしました。

　この度の受賞は、同教授が古文書学、古書体学の学

識を駆使し、国制史、教会史、地理学、農業史、度量

衡史、人名学などにわたる学界最新の研究成果を活用

して作業を完遂したことが評価されたものです。

　３月１５日、医学部において、大野良之　医学研究科教

授に対し、インドネシア大学から同大学の最高栄誉賞

（University of Indonesia Award of the Highest 

Honor）が授与されました。これは、同教授が１９８８年

からインドネシア大学医学部との乳癌、皮膚癌に関す

る国際共同研究に尽力するなど、日本とインドネシア

の学術交流に貢献した功績を讃えるもので、同大学で

二人目の受賞となりました。

　最高栄誉賞の贈呈は、同教授の退官記念講演会終了

後に行われ、共同研究のインドネシア側主任研究員で

ある Santoso Cornain　博士も出席されました。

　Ali Sulaiman　インドネシア大学医学部長から同賞

及び記念品が贈呈されると、講演会出席者から盛んな

拍手が寄せられました。大野教授は、今回の授与につ

いて「個人的に大変名誉であるばかりでなく、医学研

究科、ひいては名古屋大学全体にも名誉なことと存じ

ます。」と感謝を述べました。

佐藤彰一教授が
日本学士院賞を受賞

▲最高栄誉賞を受賞した大野教授（中央）

インドネシア大学が大野良之教授に
最高栄誉賞を授与
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　平成１４年３月３１日付けで退職される勤続３０年以上の

職員の文部科学省永年勤続者表彰伝達式及び名古屋大

学永年勤続者表彰式が、３月２７日、豊田講堂第一会議

室において行われ、松尾総長から被表彰者一人一人に

表彰状と記念品が手渡されました。

　引き続き、シンポジオン２階ユニバーサルクラブに

おいて退職職員懇談会が開催され、被表彰者のほか、

３月３１日付けで定年及び勧奨により退職される職員を

はじめ関係者が出席しました。松尾総長から、永年に

わたり本学あるいは他の文部科学省関係機関等の発展

に尽力され退職される方々に「職務を全うされたこと

に感謝申し上げるとともに、今後も健康に留意し、社

会への貢献と余暇を楽しんでいただきたい。」とあいさ

つがあった後、退職者を代表して天野　情報文化学部・

人間情報学研究科事務長から謝辞が述べられました。

参加者は別れを惜しみつつ、語り尽くせない思い出を

胸に抱きながら、懇談会は幕を閉じました。

文部科学省永年勤続表彰者（２名）

　　鑄　物　良　雄　　　一　�　重　春

名古屋大学永年勤続表彰者（３５名）

　　加　藤　正　英　　　神　谷　喜美子

　　中　山　滋　子　　　佐々木　雅　子

　　石　原　　　務　　　天　野　一　尚

　　川　口　裕　昭　　　中　根　　　清

　　鬼　頭　　　進　　　渡　辺　勝　子

　　知　久　博　子　　　伊　東　　　竟

　　小　林　洋　之　　　鵜　飼　雄　一

　　加　藤　孝　雄　　　浅　野　不二子

　　山　口　　　宏　　　石　井　あい子

　　谷　口　千賀子　　　佐　藤　素　子

　　鷲　津　マチエ　　　加　藤　穂　浪

　　中　島　幸　江　　　大　野　　　修

　　丹　羽　文　夫　　　小　林　勝　司

　　戸　倉　千惠子　　　伊佐治　　　優

　　迫　間　幸　三　　　水　野　圭　子

　　佐　藤　元　美　　　神　野　雅　宏

　　鈴　木　道　代　　　太　田　幸　一

　　池　神　ヨシ子

永年勤続者表彰式及び退職者懇談会を開催

▲松尾総長によるあいさつ
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タイとカンボジアの大学
総務部国際交流課長　戸倉　照雄　

　昨年の１１月に、松本哲男農学国際教育協力センター

（ICCAE）教授にともなって、タイとカンボジアを訪

れる機会を得ました。雨季が終わったとはいえ、熱帯

モンスーン気候の高温多湿な環境を覚悟していたので

すが、現地の人も驚くほど涼しく、早朝は肌寒さを感

じるほどの日もありました。

　タイでは、今年の６月に開催する「名古屋大学国際

フォーラム」に対する協力を得るため、バンコク市内

にあるカセサート大学とチュラロンコン大学を訪れま

した。

　カンボジアへは、王立農業大学が事務職員との交流

を希望しているとのことで、今回の訪問となりました。

このほか、王立プノンペン大学を訪問し教育研究の現

状に触れたり、JICAのカンボジア事務所や JICAエキ

スパートの自宅に招かれ、シニア・ボランティアの方々

を交えて懇談する機会も得ました。

－タイ－

◎カセサート大学

　１９４３年に創立のタイを代表する大学で、農学分野で

は他の追随を許さない研究実績があります。タイ国際

空港から６キロメートルのところに位置するバンケン

（Bangkhen）キャンパスをはじめ、７か所に点在す

るキャンパスに１４の学部と大学院研究科があり、医学

を除くほとんどの分野を網羅しています。

　本学とは１９８２年に大学間交流協定を締結しており、

生命農学研究科・農学部が中核となって交流を進めて

います。

　Thira Sutabutra 学長、Chareinsak Rojanaridpiched

副学長らの幹部と面談の上、学長の国際フォーラム出

席と、生命農学研究科が並行して開催するサテライト・

フォーラムへの関係者の派遣をお願いし、承諾を得て

来ました。

◎チュラロンコン大学

　１９１７年にラマ５世（ウァチラウッダ国王）によって

創設されました。チュラロンコン大学の名は、タイの

近代教育の基礎を築いたラマ６世（チュラロンコン国

王）の業績に敬意を表して、その名を冠したといわれ

ています。

　バンコク市の中心部を占める５００エーカーのキャン

パスには、１９学部のほか多数の教育研究施設がひしめ

いております。

－カンボジア－

　カンボジアは、１９７５年から７８年までのポルポト政権

（クメール・ルージュ）によって、それまで９校あっ

た大学がことごとく破壊され、多数の教育や知識人が

虐殺されました。７９年以降、カンボジアの教育は復活
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しましたが、長年にわたる内戦と知識人の不足により、

高等教育の水準は極めて低い状態が続いております。

さらに、カンボジアには現在、大学は４校ありますが、

所轄する行政官庁がそれぞれ異なるため、高等教育政

策が一元的に行われていないことも妨げになっている

ようです。

◎王立プノンペン大学

　教育省に属する大学で、１９６０年にクメール王立大学

として創立されました。７０年に現在の名称に改まって

おります。その後、前述のとおり閉鎖・破壊により機

能が停止してしまいましたが、生き残った人材を教員

に養成する新たな使命を負い、８１年には教員養成大学

として復活しました。現在は理学部、人文社会学部、

外国語研究所で構成されています。

　当日は、キャンパスツアーの後、昨年１０月に本学を

訪れたPit Chamnan学長から大学の説明を受けました。

◎王立農学大学

　農林水産省が所管する大学として１９８４年に創設され

ました。農学関係２学部のほか、畜産、水産及び林業

に関する学部があります。キャンパスの敷地内に何頭

もの牛が草をついばんでいる光景など、のどかな雰囲

気に包まれていました。

　王立農業大学は、ICCAEの農業開発プロジェクトの

一環として２０００年から推進中の「カンボジア王立農業

大学教育強化」事業に支えられながら教育研究に邁進

しており、名古屋大学（ICCAE）への厚い信頼と期待

とを感じました。

　午前中にキャンパスの主だった施設を見学し、午後

には学長をはじめとする学部長クラスの幹部教職員と

意見交換を行いました。

　当時この大学には、ICCAEの槇原大悟研究員が

JICAの短期派遣専門家として在籍していたので、同研

究員と JICAシニアボランティアを交えての情報交換

となりました。さらに、学長主催の夕食会では、FAO

（国連食糧農業機関）から派遣されている研究者やタ

イ農業センター所属のフィリピン人女性研究者が加わ

り、楽しいひとときを過ごしました。

　また、ICCAEでは当課と協力して、今年の２月に王

立農業大学から国際企画協力担当職員のMs. Seng 

Mong を本学に招き、ICCAEに外国人研究員として在

籍中のMr. Ngo Bunthan とともに、本学の事務組織に

関する情報提供と実地研修を行いました。

　二人は、当課のほか留学生課、留学生センター、工

学研究科、法学研究科、附属図書館などを訪れ、各分

野の新鮮な情報を得て有意義な時間を過ごしました。

　短い訪問ではありましたが、王立農業大学の将来に

とって貴重な体験になったことと思います。この研修

にあたり、多忙な時間を調整して丁寧に対応していた

だいた関係者の方々に、この場をお借りしてお礼を申

し上げます。

２００２年３月
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　平成１４年１月から３月までに海外から総長等を表敬訪問された方々は、次のとおりです。

総長等表敬訪問一覧

来学の目的代表者国学校（等）名月日

CERNにおけるCOMPASS 実験偏

極の取り組みについて研究打ち合わ

せのため（理工科学総合センター）

Franco Bradamante

教授

イタリアトリエステ大学１．２１

日本台湾地震防災セミナーに出席の

ため（理学研究科地震観測研究セン

ター）

呉　茂昆　副議長

ほか１名

台　湾台湾学術会議１．２８

国際シンポジウム「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」に出席のため（法

学研究科）

Mirzayusup Rustam-

baev 学長　ほか６名

Maxut Narikbayev学長

ほか４名

Jakyp Abdyrahmanov

司法大臣　ほか５名

ウズベキスタン

共和国

カザフスタン共

和国

キルギス共和国

タシケント国立法科

大学

カザフ国立法科ア

カデミー

キルギス共和国司

法省

２．１５

日本の大学等との協議や実地見学を

通じて教育の状況を調査し、今後の

中国の大学における日本人留学生の

受入や指導の改善・促進に資するた

め（学務部留学生課）

徐　志忠　中国教育部

国際司参事官

ほか９名

中　国中国教育部中国大

学教職員

３．１５

地球水循環研究センター及び韓国気

象庁気象研究所間のレーダー気象観

測・研究打ち合わせのため（地球水

循環センター）

Ahn Myung-Hwan長官

ほか３名

韓　国韓国気象庁３．２９

東京で開催された学会に出席の後、

本学での研究打ち合わせのため（生

命農学研究科）

Thaveewat Tassanawat

獣医学部長　ほか２名

タ　イカセサート大学獣

医学部

３．２９
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●総長特別補佐

奥野　信宏

（おくの　のぶひろ）

昭和２０年１月３０日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４４年４月
　京都大学助手（経済研究所）
昭和４７年４月
　名古屋大学助手（経済学部）
昭和４９年４月
　名古屋大学講師（経済学部）
昭和５１年４月
　名古屋大学助教授（経済学部）
平成元年４月
名古屋大学教授
（経済学部附属経済構造研究センター）
平成３年４月
名古屋大学教授（大学院国際開発研究科）
平成５年４月
　名古屋大学教授（経済学部）
平成９年１月
　名古屋大学経済学部長
　（～１１．３．３１）
平成１２年４月
　名古屋大学副総長（～１４．３．３１）
名古屋大学教授（大学院経済学研究科）
平成１４年４月
　名古屋大学総長特別補佐
　（１４．４．１～１６．３．３１）

●副総長・

　法政国際教育協力研究センター長

佐々木雄太

（ささき　ゆうた）

昭和１８年４月２０日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４４年４月

　大分大学助手（経済学部）

昭和４５年４月

　大分大学講師（経済学部）

昭和４８年４月

　大分大学助教授（経済学部）

昭和５９年４月

　名古屋大学助教授（法学部）

昭和６０年４月

　名古屋大学教授（法学部）

平成１０年４月

　名古屋大学法学部長（～１２．３．３１）

平成１１年４月

　名古屋大学大学院法学研究科長

　（～１２．３．３１）

　名古屋大学教授（大学院法学研究科）

平成１４年４月

　名古屋大学副総長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

名古屋大学法政国際教育協力研究センター長

　（１４．４．１～１６．３．３１）



２８

●教養教育院長

平井　勝利

（ひらい　かつとし）

昭和１５年９月１３日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４６年４月

　大分大学助手（経済学部）

昭和４７年４月

　大分大学講師（経済学部）

昭和５０年４月

　大分大学助教授（経済学部）

昭和５１年１０月

　名古屋大学助教授（語学センター）

昭和５４年４月

名古屋大学助教授（総合言語セン

ター）

昭和６１年８月

名古屋大学教授（総合言語セン

ター）

平成８年４月

　名古屋大学言語文化部長

　（～１０．３．３１）

平成１０年４月

名古屋大学大学院国際言語文化 

研究科長（～１６．３．３１）

平成１４年４月

　名古屋大学教養教育院長

●大学院教育発達科学研究科長・

　教育学部長

村上　　隆

（むらかみ　たかし）

昭和２２年４月２９日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和５０年４月

　名古屋大学助手（教育学部）

昭和５４年１１月

　名古屋大学助教授（教育学部）

平成６年４月

　名古屋大学教授（教育学部）

平成１２年４月

名古屋大学教授（大学院教育発達

科学研究科）

平成１４年４月

名古屋大学大学院教育発達科学 

研究科長・教育学部長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

●高等研究院長

野依　良治

（のより　りょうじ）

昭和１３年９月３日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和３８年４月

　京都大学助手（工学部）

昭和４３年２月

　名古屋大学助教授（理学部）

昭和４７年８月

　名古屋大学教授（理学部）

昭和５４年４月

名古屋大学化学測定機器センター

長（～３．３．３１）

平成４年４月

　文部省学術国際局科学官

　（～８．３．３１）

平成８年４月

　名古屋大学教授（大学院理学研究科）

平成９年１月

　名古屋大学大学院理学研究科長

（～１１．１２．３１）

　名古屋大学理学部長（～１１．１２．３１）

平成１２年４月

名古屋大学物質科学国際研究セン

ター長（～１６．３．３１）

平成１４年４月

　名古屋大学高等研究院長



２９

●大学院法学研究科長・法学部長

河野　正憲

（かわの　まさのり）

昭和１９年７月３日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４６年４月

　九州大学助手（法学部）

昭和４８年４月

　北九州大学講師（法学部）

昭和５１年４月

　北九州大学助教授（法学部）

昭和６２年４月

　北九州大学教授（法学部）

平成２年９月

　東北大学教授（法学部）

平成１１年４月

　名古屋大学教授（法学研究科）

平成１４年４月

名古屋大学大学院法学研究科長・

法学部長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

●大学院生命農学研究科長・農学部長

山本　進一

（やまもと　しんいち）

昭和２７年７月２２日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和６１年４月

　岡山大学助手（農学部）

昭和６２年４月

　岡山大学助教授（農学部）

平成８年１０月

　名古屋大学教授（農学部）

平成１１年４月

　名古屋大学教授（生命農学研究科）

平成１４年４月

名古屋大学大学院生命農学研究科

長・農学部長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

●情報文化学部長

加藤　　潔

（かとう　きよし）

昭和１８年１１月１９日生

平成１４年３月１日発令

（略歴）

昭和４６年４月

　名古屋大学教務補佐員（理学部）

昭和４８年２月

　名古屋大学技官（教務職員・理学部）

昭和５５年４月

　名古屋大学助手（理学部）

平成４年４月

　名古屋大学助教授（教養部）

平成５年１０月

　名古屋大学助教授（情報文化学部）

平成７年４月

　名古屋大学教授（情報文化学部）

平成１４年３月

　名古屋大学情報文化学部長

　（１４．３．１～１５．３．３１）



３０

●先端技術共同研究センター長

平野　眞一

（ひらの　しんいち）

昭和１７年８月７日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４５年４月

　東京工業大学助手（工業材料研究所）

昭和４６年８月

　ペンシルバニア州立大学博士研究員

　（～４７．９）

昭和５１年１０月

東京工業大学助教授（工業材料研

究所）

昭和５３年４月

　名古屋大学助教授（工学部）

昭和５８年８月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１１年４月

名古屋大学高温エネルギー変換研

究センター長（～１４．３．３１）

平成１４年４月

名古屋大学先端技術共同研究セン

ター長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

●大学院環境学研究科長

久野　　覚

（くの　さとる）

昭和２８年８月１６日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和５７年２月

　名古屋大学助手（工学部）

昭和５８年４月

　名古屋大学講師（工学部）

昭和６０年１０月

　名古屋大学助教授（工学部）

平成７年１月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１３年４月

名古屋大学教授（大学院環境学研

究科）

平成１３年１１月

　名古屋大学総長補佐（～１４．３．３１）

平成１４年４月

　名古屋大学大学院環境学研究科長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

●大学院国際開発研究科長

江崎　光男

（えざき　みつお）

昭和１８年９月２２日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４３年５月

　大阪大学助手（社会経済研究所）

昭和４４年４月

京都大学助手（東南アジア研究セ

ンター）

昭和５２年１１月

京都大学助教授（東南アジア研究

センター）

平成３年４月

名古屋大学教授（大学院国際開発

研究科）

平成１４年４月

　名古屋大学大学院国際開発研究科長

　（１４．４．１～１６．３．３１）



３１

●高効率エネルギー変換研究セン

ター長

菊山　功嗣

（きくやま　こうじ）

昭和１７年１月１６日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４１年１０月

　名古屋大学助手（工学部）

昭和５１年８月

　名古屋大学講師（工学部）

昭和５４年１０月

　名古屋大学助教授（工学部）

昭和６２年４月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１４年４月

名古屋大学高効率エネルギー変換

研究センター長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

●情報メディア教育センター長

板倉　文忠

（いたくら　ふみただ）

昭和１５年８月６日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４３年４月

　日本電信電話公社

昭和５９年４月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１０年４月

名古屋大学教授（情報メディア教

育センター）

平成１３年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１４年４月

名古屋大学情報メディア教育セン

ター長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

●情報連携基盤センター長

阿草　清滋

（あぐさ　きよし）

昭和２２年１０月９日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４９年４月

　京都大学助手（工学部）

昭和５７年４月

　京都大学講師（工学部）

昭和５８年４月

　京都大学助教授（工学部）

平成元年４月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１０年４月

名古屋大学教授（情報メディア教

育センター）

平成１２年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１４年４月

　名古屋大学情報連携基盤センター長

　（１４．４．１～１６．３．３１）



３２

●教育学部附属中学校長・

　教育学部附属高等学校長

今津孝次郎

（いまづ　こうじろう）

昭和２１年１月２日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４９年５月

　京都大学助手（教育学部）

昭和４９年１０月

　三重大学助手（教育学部）

昭和５０年４月

　三重大学講師（教育学部）

昭和５１年４月

　三重大学助教授（教育学部）

昭和６１年４月

　名古屋大学助教授（教育学部）

平成４年４月

　名古屋大学教授（教育学部）

平成１２年４月

名古屋大学教授（教育発達科学 

研究科）

平成１４年４月

　名古屋大学教育学部附属中学校長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

　名古屋大学教育学部附属高等学校長

　（１４．４．１～１６．３．３１）

●総務部長

関　　志朗

（せき　しろう）

昭和２２年１１月９日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４６年１月

　文化庁採用

昭和６１年５月

　大阪教育大学庶務課長

平成元年４月

　科学博物館庶務課長

平成２年４月

文部省初等中等教育局特殊教育課

課長補佐

平成４年４月

文部省初等中等教育局小学校課課

長補佐

平成７年４月

　富山医科薬科大学総務部長

平成９年４月

　国立特殊教育総合研究所運営部長

平成１２年４月

　広島大学総務部長

平成１４年４月

　名古屋大学総務部長

●言語文化部長

近藤　健二

（こんどう　けんじ）

昭和１８年４月８日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４６年１１月

　九州大学講師（教養部）

昭和４８年４月

　九州大学助教授（教養部）

昭和５４年４月

名古屋大学助教授（総合言語セン

ター）

昭和６３年５月

名古屋大学教授（総合言語セン

ター）

平成１３年４月

　名古屋大学教授（言語文化部）

平成１４年４月

　名古屋大学言語文化部長

　（１４．４．１～１６．３．３１）



３３

●研究協力調整官

成瀬　　量

（なるせ　はかる）

昭和２３年３月１２日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４１年４月

　豊田工業高等専門学校採用

昭和４７年４月

　文部省大臣官房総務課

昭和６１年４月

　北海道教育大学学生課長

昭和６３年４月

　岐阜大学人事課長

平成３年４月

　神戸大学人事課長

平成５年４月

　浜松医科大学庶務課長

平成７年１０月

　学術情報センター総務課長

平成１０年４月

　岡崎国立研究機構庶務課長

平成１２年４月

　高知工業高等専門学校事務部長

平成１４年４月

　名古屋大学研究協力調整官

●施設部長

岡田　康裕

（おかだ　やすひろ）

昭和１９年３月８日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４１年４月

　群馬大学採用

平成元年４月

　放送教育開発センター技術課長

平成４年４月

　三重大学設備課長

平成７年４月

　富山医科薬科大学施設課長

平成９年４月

　東京大学電気・通信設備課長

平成１２年４月

高エネルギー加速器研究機構施設

部長

平成１４年４月

　名古屋大学施設部長

●医学部事務部長

佐藤　　勝

（さとう　まさる）

昭和１９年１０月６日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４４年４月

　文部省採用

昭和５９年４月

　山形大学経理課長

昭和６１年４月

　北海道大学経理課長

昭和６２年１０月

　秋田大学主計課長

平成元年１１月

　国立教育会館会計課長

平成４年１月

沖縄開発庁振興局振興第四課課長

補佐

平成７年４月

　浜松医科大学総務部長

平成９年４月

　琉球大学医学部事務部長

平成１１年４月

　神戸大学医学部事務部長

平成１４年４月

　名古屋大学医学部事務部長



３４

●医学部事務部次長

赤塚　正夫

（あかつか　まさお）

昭和２４年１月６日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４８年１０月

　三重大学採用

平成５年４月

　山形大学医学部医事課長

平成７年４月

　岐阜大学医学部管理課長

平成９年４月

　信州大学医学部総務課長

平成１１年４月

　東京医科歯科大学医学部総務課長

平成１４年４月

　名古屋大学医学部事務部次長

●附属図書館事務部長

内藤　英雄

（ないとう　ひでお）

昭和２１年８月２６日生

平成１４年４月１日発令

（略歴）

昭和４６年４月

　名古屋大学採用

平成２年４月

金沢大学附属図書館情報サービス

課長

平成５年４月

　豊橋技術科学大学研究協力主幹

平成７年４月

北海道大学附属図書館情報サービ

ス課長

平成９年４月

　筑波大学図書館部情報管理課長

平成１２年４月

　筑波大学図書館事務部長

平成１４年４月

　名古屋大学附属図書館事務部長



３５

本学関係の新聞記事掲載一覧（１４年３月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）
他２社

３．１（金）
野依良治教授が母校灘中・高を訪
問し講演

１

毎日（朝刊）３．１（金）

２日に愛知大学車道校舎にて国立
大学法人化問題についてのシンポ
ジウム開催　理学部・池内了教授
が講演

２

毎日（朝刊）３．１（金）
７日に工学研究科主催テクノ・シ
ンポジウム開催

３

読売（朝刊）３．２（土）
医学部・早川哲夫教授が定年退官
講演　すい炎の研究で高い評価

４

朝日（朝刊）３．２（土）本学相撲部が呼び掛け新選手権開催５

中日（朝刊）
日刊工業

３．３（日）
工学研究科・土井正男教授が高分
子材料の構造予測できるシミュ
レーションソフト開発

６

毎日（朝刊）３．３（日）

愛知大学車道校舎で国立大学法人
化問題のシンポジウム開催される　
理学部・池内了教授、法学部・進
藤兵助教授が講演

７

日経（朝刊）３．４（月）
地震火山観測研究センターと海上
保安庁が共同で地殻変動の観測網
整備事業に乗り出す

８

毎日（朝刊）３．４（月）発信箱：野依教授の阪神論９

中日（朝刊）３．５（火）
東海地震強化地域追加　地域の防
災力向上を
環境学研究科・福和伸夫教授

１０

朝日（朝刊）３．５（火）
９日に中京大内で公開講演会　環
境学研究科・田中　浩教授が講演

１１

中日（朝刊）３．５（火）
さーくるナビ：本学法学部の留学
生を支援『SOLV』

１２

読売（朝刊）３．５（火）
時代を拓いた女性たち１：第一歩
苦学の父から学問への感化を受け
る　岡崎恒子・名誉教授

１３

中日（朝刊）３．５（火）
ITS フォーラム愛知２００２　ネット
ITS 生かせ　環境学研究科・森川
高行教授が参加

１４

中日（夕刊）３．５（火）
文化財を科学する：年代を測る仕
事－上－　年代測定総合研究セン
ター・中村俊夫教授

１５

読売（朝刊）
他２社

３．６（水）
岡崎国立共同研究機構にて野依良
治教授が講演

１６

中日（朝刊）
他３社

３．６（水）
「全学同窓会」設立へプレ発会式
開催

１７

読売（朝刊）３．６（水）

名古屋で国立大と高校の教職組が
法人化でシンポ
理学研究科・池内　了教授と法学
研究科・進藤兵助教授が講演

１８

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）３．６（水）
７日工学研究科主催でテクノシン
ポジウム開催

１９

朝日（朝刊）３．６（水）
大学病院日誌：「不採算」を内包、
経営と両立難題　医学部・大島伸
一教授

２０

読売（朝刊）３．６（水）
地球水循環研究センター・坪木和
久助教授が竜巻発生をCGで再現

２１

読売（朝刊）３．６（水）
時代を拓いた女性たち２：DNA
「不連続複製」の仮説２０年かけ実証
岡崎恒子・名誉教授

２２

読売（朝刊）３．６（水）
サロン：大好評の女性総合外来－
中部労災病院　堀田　饒名誉教授

２３

中日（夕刊）３．６（水）
文化財を科学する：年代を測る仕
事－下－　年代測定総合研究セン
ター・中村俊夫教授

２４

中日（朝刊）３．７（木）
名工大で防災合同プロジェクト発
足　環境学研究科・安藤雅孝教授
も参加

２５

読売（朝刊）３．７（木）
時代を拓いた女性たち３：出会い
「生命の謎」夫の研究者魂にひかれ
岡崎恒子・名誉教授

２６

日経（朝刊）３．８（金）
主要大学就職担当者に聞く：採用
活動の早期化進む熱意と粘りで夢
の実現を　法学部・堀江通滋教授

２７

読売（朝刊）３．８（金）
時代を拓いた女性たち４：留学
「豊かな研究環境」日米の格差実感
岡崎恒子・名誉教授

２８

毎日（夕刊）
中日（夕刊）

３．８（金）一足早い“春”　名大合格発表２９

中日（夕刊）３．８（金）
キックコーナー：年度末の選択　
教育発達科学研究科・金井篤子

３０

読売（朝刊）３．９（土）
名大でネット卒業式　２５日、まず
学内向けに中継

３１

中日（朝刊）３．１０（日）
多元数理科学研究科が数学の楽し
さ自由研究発表

３２

中日（朝刊）３．１２（火）
２３日に多元数理科学研究科主催
数学連続講座「数理ウエーブ」開催

３３

中日（朝刊）３．１２（火）
研究室発：社会変化の健康への影
響　医学研究科・青山温子教授

３４

読売（朝刊）３．１２（火）
時代を拓いた女性たち５：アメリカ流
大がかりな施設、夜を日に継ぐ研究
岡崎恒子・名誉教授

３５

中日（夕刊）
読売（朝刊）

３．１２（火）後期日程試験始まる３６

INFORMATION



３６

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（夕刊）３．１２（火）
トップランナーに聞く：分子の
「自己組織化」研究
工学研究科・藤田　誠教授

３７

読売（朝刊）３．１３（水）
１６日に本学にて東海病院管理学
研究会開催

３８

読売（朝刊）３．１３（水）

名古屋公衆医学研究所の研究助成
に医学研究科・玉越暁子助教授、
横田充弘教授、玉越浩司講師が選
ばれる

３９

日経（朝刊）
他４社

３．１３（水）
日本学士院賞に佐藤彰一教授が選
ばれる

４０

読売（朝刊）３．１３（水）
時代を拓いた女性たち６：別れ　
思い出の道、白血病の夫と最後の
旅　岡崎恒子・名誉教授

４１

中日（朝刊）３．１４（木）
今春闘のベアゼロ回答　内輪の倫
理見直す　法学部・濱田道代教授

４２

読売（朝刊）３．１４（木）
時代を拓いた女性たち７：子育て
残された２児と研究「両立」に苦労
岡崎恒子・名誉教授

４３

中日（朝刊）３．１５（金）
訃報：新井紀男教授　１４日心不全
のため逝去される

４４

読売（朝刊）３．１５（金）
時代を拓いた女性たち８：研究環境
女性に厳しくともあきらめは禁物
岡崎恒子・名誉教授

４５

毎日（夕刊）
他３社

３．１６（土）
東大でノーベル賞１００周年記念
フォーラム開催　１７日には野依良
治教授が講演

４６

読売（朝刊）３．１７（日）
時の栞：笑いでくるんだ知識の宝庫
理学研究科・池内　了教授

４７

読売（朝刊）
日経（朝刊）

３．１８（月）
野依良治教授が東大で講演、１０００
人が聴き入る

４８

朝日（夕刊）３．１８（月）
法人化に向け国立大職員が会計の
猛勉強　本学では「講師役」は自
校の教官

４９

中日（朝刊）
他２社

３．１９（火）
法人化をにらみ本学が全国で初め
て教育環境や経営状況をHPで情
報公開

５０

読売（朝刊）
他３社

３．１９（火）
ノーベル賞１００周年記念展が東京・
国立科学博物館できょうから一般
公開

５１

読売（朝刊）
他３社

３．２０（水）
野依良治教授に日進市から名誉市
民証を授与される　記念講演で中
学生への講義に質問集中

５２

日経（朝刊）３．２０（水）
野依良治教授を物質科学国際研究
センター長に再任

５３

読売（朝刊）３．２０（水）
副総長に法学研究科・佐々木雄太、
伊藤正之副総長は再任

５４

中日（朝刊）３．２０（水）
蒲郡のベンチャー企業が医学部・
上田実教授の研究室と共同で自家
培養皮膚治験

５５

新聞等名月　日記　　　　　事

朝日（朝刊）３．２０（水）
大学病院日誌：利権か公益か理性
で考える時　医学部・大島伸一教授

５６

毎日（朝刊）
中日（朝刊）

３．２１（木）
４月１日新設の高等研究院の初代
院長に野依良治教授

５７

読売（朝刊）３．２１（木）

４月から新設の総長特別補佐職に
奥野信宏副総長を選出、教養教育
院長には国際言語文化研究科長・
平井勝利教授を選出

５８

朝日（朝刊）３．２２（金）
附属病院が脳卒中早期治療へ向け
愛知県内１１病院を結ぶ救急支援
ネットワークを作成

５９

毎日（朝刊）３．２２（金）
伊勢湾岸自動車道「みちを考え
る」シンポジウムにコーディネー
ターとして奥野副総長が参加

６０

中日（朝刊）３．２５（月）
４月４日小中生向け「ノーベル
賞」アイデアコンテスト表彰式に
野依良治教授が参加

６１

中日（朝刊）３．２５（月）
環境問題について中区で市民の集
い開催　環境学研究科・柳下正治
教授が講演

６２

毎日（朝刊）３．２５（月）
わが青春の母校：名古屋大学　時
代を読み、常にリード

６３

読売（朝刊）
他２社

３．２６（火）
本学で卒業式、松尾総長「考える
重要性忘れずに」　インターネッ
ト上でも模様を中継

６４

中日（朝刊）３．２６（火）
２７・２８日に地震火山観測研究セ
ンター主催で「２００１年東海スロー
イベント」

６５

中日（朝刊）３．２７（水）
運営諮問会議最終報告会で答申
「学生やニーズ『検討会議』設置を」

６６

毎日（朝刊）３．２８（木）
理学研究科の「なんてん」が世界初
『星の卵』をとらえる

６７

毎日（朝刊）
他２社

３．２８（木）
理学研究科・大峰　巌教授が世界
初、分子レベルで氷のできるメカ
ニズム解明

６８

日刊工業３．２８（木）
工学研究科・土井正男教授らが化
学技術戦略推進機構（JCII）とナ
ノテクで新産業革命

６９

読売（朝刊）３．２８（木）
第９９回日本内科学会きょうから開
催　会頭の医学部・早川哲夫教授
に聞く

７０

中日（朝刊）３．２９（金）
２００４年度から附属中学・高校を
直属化、中高大で一貫教育

７１

中日（朝刊）３．３０（土）
理学研究科・上村大輔教授らがト
ガリネズミ研究でほ乳類の毒－初
解明－

７２

赤旗３．３１（日）
理学研究科・大峰　巌教授が世界
初、分子レベルで氷のできるメカ
ニズム解明

７３



　本誌に関するご意見・ご要望・記事の掲載などは企画広報室にお寄せください。

総務部　企画広報室　企画広報掛

　電話：０５２（７８９）２０１６

　FAX：０５２（７８９）２０１９

　E-mail：kouho@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

　名古屋大学国際フォーラムは、「新世紀を築く大学の英知」をメインテーマにして、６月２３日（日）及び２４日（月）
の両日にわたって開催されます。第一日目（２３日）は基調講演とパネルディスカッションが行われます。内容は、
一般に公開され、同時にインターネット放送によって世界にもリアルタイムで発信されます。本国際フォーラムは、
日英同時通訳付で行われます。教職員・学生及び学外関係者の多数の参加をお待ちしています。
　なお、参加を希望される場合は、ホームページ［http://www.ac21.org］により申し込んでください。

記
○公開討論会［第１日目］一般公開
　開　催　日　　平成１４年６月２３日（日）
　場　　所　　名古屋大学豊田講堂
　開　　場　　８：３０
　開　　演　　９：３０
　基調講演
　　　９：３０～１２：００　
　　　　　J. J. デューダーシュタット氏（ミシガン大学名誉学長）
　　　　　　　「２１世紀における大学の役割」
　　　　　豊田章一郎氏（トヨタ自動車株式会社　名誉会長）
　　　　　　　「大学に期待すること～ものづくりは人づくり～」
　パネルディスカッション
　　　１４：００～１７：００
　　　　　テーマ「２１世紀における大学の役割」
　　　　　パネリスト　　G. ブラウン　氏（シドニー大学学長）
　　　　　　　　　　　　謝　縄武　氏（上海交通大学学長）
　　　　　　　　　　　　M. A. フォックス　氏（ノースカロライナ州立大学学長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　D. ヴァンデリンデ　氏（ウォリック大学学長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　松尾　稔（名古屋大学総長）

○総会（非公開）［第２日目］
　開　催　日　　平成１４年６月２４日（月）
　場　　所　　名古屋マリオットアソシアホテル

　※問い合わせ先　国際交流課　　TEL　０５２（７８９）２０４４　　FAX　０５２（７８９）２０４５

名古屋大学国際フォーラム開催のお知らせ
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