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第６回名古屋大学東京フォーラムを開催

国際環境人材育成センター設立記念式典及び同プログラム発足記念

シンポジウムを挙行

伊藤　清博士、小林　誠博士、下村　脩博士、益川敏英博士が文化勲章を受章、

下村　脩博士が文化功労者として顕彰される

平成20年秋の叙勲受章者決まる

宮田理事が第２回 International Forum of Public Universities に出席

宮田理事が日本・ブラジル大学学長フォーラムに出席、

ブラジル・サンパウロ大学を訪問

山本理事が南京大学を訪問

平成20年度名古屋大学大学院秋季入学式を挙行

平成20年度秋季新入留学生歓迎懇談会を開催

日本数学コンクール表彰式を挙行

シンポジウム「イノベーション創出若手研究人材」を開催

若手研究者向けビジネス研修「第１回、第２回 B 人セミナー」を開催

第42回、第43回防災アカデミーを開催

2008年度あいち男女共同参画社会推進・産学官連携推進フォーラム

シンポジウムを開催

平成20年度事務系職員企画力向上研修を実施

メンタルヘルスケア講習会を実施

愛知地区国立大学法人等退職準備セミナーを開催

●知の先端

最も身近な宇宙：ジオスペース環境変動のメカニズムを探る

関　華奈子（太陽地球環境研究所准教授／高等研究院教員）

●キャンパスクローズアップ

理学部 C・D 館、古川記念館、工学部６号館、地球水循環研究センター

●部局ニュース

ICCAE 第９回オープンフォーラムを開催

名古屋国税局長特別講演会を開催

第16回理学懇話会・高校生のためのサイエンスカフェを開催

第６回ミュンスター大学・名古屋大学共同セミナーを開催

農業ふれあい教室「親子農業体験」を開催

JICA 研修コース「森林管理政策」を実施

第18回 IHP 短期トレーニングコースを実施

先端技術公開セミナーを開催

ICCAE 第４回、第５回オープンセミナーを開催

第72回～74回招へいセミナーを開催

第３回地球教室「鉱物をさがそう！」を開催

2008年秋季特別展を開催

第15回博物館企画展「伊吹おろしの若者たち－八高創立百年の歴史から」を開催

●環境への取り組み

ごみ減量化の取り組みについて

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成20年10月16日～11月15日

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

名古屋大学創立50周年記念行事
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　第６回名古屋大学東京フォーラム
が、11月７日（金）、東京都千代田区の
学術総合センター一橋記念講堂及び中
会議室において開催されました。
　今回は、人材育成に焦点を合わせ、

「新しい時代を切り開く人材の育成を
目指して－名古屋大学が育てる勇気あ
る知識人－」をテーマに、本学におけ
る教育研究活動を通じての人材育成に
関する取り組みを中心に情報を発信し、
社会の理解と支援を得るとともに、今
後の人材育成のあり方について提言、
助言を受けることを目的としていま
す。会場は約430名の参加者でほぼ満
席となり、本学の教育研究に対する関
心と期待の大きさが伺われました。
　はじめに、株式会社フジテレビジョ
ンのアナウンサーである中野美奈子氏
の司会のもと、平野総長の開会あいさ
つがあり、続いて野依良治特別教授か
ら「危機に立つ我が国の大学院教育」、
齋藤明彦株式会社デンソー取締役会長
から「企業の求める人材－特に大学院
博士課程後期課程の人材育成につい
て－」をテーマにした基調講演が行わ
れ、日本における大学院教育への期待
が述べられました。
　その後、山本理事から、本学にお
ける人材育成の現状についての説明、

グローバル COE プログラム拠点リー
ダーである佐藤彰一文学研究科教授及
び渡辺芳人物質科学国際研究センター
教授から、グローバル COE を通じた
国際的な人材育成についての説明の他、
坂神洋次高等研究院副院長から、高等
研究院研究者育成特別プログラム（テ
ニュアトラック制度）についての説明
があり、さらに、武田産学官連携推進
本部連携推進部長及び中野氏から、本
学におけるキャリアパス支援活動につ
いて詳細な説明がありました。
　続いて行われたパネルディスカッ
ションでは、馬場総長補佐が進行役を
務め、川端和明文部科学省科学技術・
学術政策局基盤政策課長、鈴木克明株
式会社フジテレビジョン取締役編成制
作局長、西山　徹経団連産業技術委員
会産学官連携推進部会長・味の素株式
会社技術特別顧問、平野総長の４名の
パネリストにより、人材育成について
忌憚のない意見交換が行われ、会場の
参加者も熱心に聞き入っていました。
　講演会場に併設された展示会場
で は、2008年 ノ ー ベ ル 賞 受 賞 が 決
まった小林　誠博士、益川敏英博士、
下村　脩博士等、本学とノーベル賞
に関するパネル展示や、「本学の人材
育成の取り組み」及び「グローバル

COE プログラムの各拠点の活動概要」
に関するブースが設置され、多くの来
場者が足を運びました。
　また、フォーラム終了後に行なわれた
交流会では、本学同窓生を中心に集まっ
た多数の参加者のもと、総長、齋藤会
長からあいさつがあり、久保公人文部
科学省大臣官房審議官の発声により乾
杯を行った後、会場の各所で交流が深
められました。最後に、杉山理事から
閉会のあいさつがあり、盛況のうちに
終了しました。
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１　展示会場の様子
２　�パネルディスカッションの様子�
（左から馬場総長補佐、川端課長、
鈴木局長、西山会長、平野総長）

３　基調講演を行う野依特別教授
４　基調講演を行う齋藤会長
５　会場の様子

２
３
４
５

１

ニ
ュ
ー
ス



　国際環境人材育成センター設立記念式典及び同プログラ
ム発足記念シンポジウムが、11月15日（土）、環境総合館に
おいて挙行されました。
　「名古屋大学国際環境人材育成プログラム」は、アジア・
アフリカ諸国をはじめとする途上国が直面する環境問題の
解決にむけて、具体的な方策を提案・実行できる将来の環
境リーダーの育成を目的とする大学院プログラムで、文部
科学省科学技術振興調整費の支援を受けて実施されるもの
です。大学院環境学研究科及び同工学研究科が国内外の学
生を博士課程前期課程に受け入れ、講義・指導すべてを英
語で行い、他の研究科からの協力を得るとともに、中部地域
の経済産業界や自治体等とも連携して人材育成を行います。
　記念式典は、泉紳一郎文部科学省科学技術・学術政策局
長、小林正明環境省大臣官房審議官、稲垣隆司愛知県副知
事、池渕浩介中部産業連盟会長、山内拓男中部経済連合会
専務理事をはじめ、平野総長、国際環境人材育成センター
長である杉山理事ら約140名が出席して挙行されました。
総長から式辞があり、「国際舞台で活躍する環境人材の育
成は、名古屋大学学術憲章において掲げる使命を具体化す

るものの一つと考えており、環境学研究科、工学研究科を
はじめとする関係部局が協力してこの仕事に取り組む所存
です。」と所信を述べました。泉局長からは、「国際環境人
材育成センターの発展と同プログラムの成功により、日本
の大学が環境問題という人類が直面する課題に対して積極
的に取り組む素晴らしいモデルを示されるものと確信して
います」と祝辞がありました。
　式典終了後、記念シンポジウム「国際環境人材育成のた
めに」が開催され、安井　至東京大学名誉教授は「国際環
境人材育成のあるべき姿」と題した基調講演で、「深い専
門的知識と広い知識に裏付けられた見識を備え、強い使命
感と他の人に訴える力や相当の語学力等を有した人材の育
成が望まれる」と期待を述べました。
　引き続き、パネルディスカッション「世界で活躍する環
境専門家育成のために－中部地域から国際社会への貢献」
が行われ、パネリストの稲垣副知事からは、「中部地方の
自治体や経済産業界は、環境問題に積極的に取り組んでい
る。大企業だけでなく、多くの中小企業もグローバルに
展開し、環境問題に対応しており、国際環境人材の育成は
ニーズに適っている」、池渕会長からは、「モノづくりの現
場のノウハウを経験の少ない人材に具体的にどのように伝
えていくか整理が必要」、また、安井名誉教授からは、「環
境問題におけるグローバルな戦略が必要。企業や社会人に
とっても魅力あるものにしてほしい」など、本プログラム
に対する期待や今後の検討課題について活発な議論が行わ
れました。
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記念式典であいさつする平野総長

シンポジウム・パネルディスカッションの様子
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国際環境人材育成センター設立記念式典及び 
同プログラム発足記念シンポジウムを挙行



［教育研究功労関係］

瑞宝中綬章
岡崎　恒子　　名誉教授（理学部）
　　　　　　　元文部省学術国際局科学官
　　　　　　　元藤田保健衛生大学教授
　　　　　　　元藤田保健衛生大学客員教授

瑞宝中綬章
松浦　　馨　　名誉教授（法学部）
　　　　　　　元法学部長
　　　　　　　元名城大学教授
　　　　　　　元名城大学特任教授

［保健衛生・看護功労関係］

瑞宝双光章
安部哲太郎　　元医学部附属病院医療技術部放射線部門
　　　　　　　副診療放射線技師長

瑞宝単光章
山村　律子　　元医学部附属病院衛生検査助手

　平成20年秋の叙勲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。

文化勲章受章者
伊藤　　清　　元名古屋帝国大学理学部助教授
　　　　　　　文化功労者
　　　　　　　日本学士院会員
　　　　　　　京都大学名誉教授

小林　　誠　　名古屋大学理学部・理学研究科卒業生
　　　　　　　文化功労者
　　　　　　　独立行政法人日本学術振興会理事
　　　　　　　高エネルギー加速器研究機構名誉教授
　　　　　　　2008年ノーベル物理学賞受賞

下村　　脩　　元名古屋大学理学部助教授
　　　　　　　文化功労者
　　　　　　　ボストン大学名誉教授
　　　　　　　2008年ノーベル化学賞受賞

益川　敏英　　名古屋大学理学部・理学研究科卒業生
　　　　　　　元名古屋大学理学部助手
　　　　　　　文化功労者
　　　　　　　京都産業大学教授
　　　　　　　京都大学名誉教授
　　　　　　　2008年ノーベル物理学賞受賞

文化功労者
下村　　脩　　元名古屋大学理学部助教授
　　　　　　　ボストン大学名誉教授
　　　　　　　2008年ノーベル化学賞受賞

伊藤　清　元名古屋帝国大学理学部助教授におかれまして
は、11月10日にご逝去されました。心よりご冥福をお祈り
申し上げます。

　平成20年文化勲章受章者・文化功労者が発表され、本学関係者では次の方々が受章されました。
　11月３日（月）、皇居宮殿松の間において文化勲章親授式が行われ、翌11月４日（火）、東京都内のホテルにおいて文化功
労者顕彰式が行われました。
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平成20年秋の叙勲受章者決まる
－本学関係者４名が喜びの受章－

伊藤　清博士、小林　誠博士、下村　脩博士、益川敏英博士が
文化勲章を受章、下村　脩博士が文化功労者として顕彰される



　宮田理事は、11月12日（水）から14日（金）の３日間、日本・
ブラジル大学学長フォーラムに出席しました。同フォーラ
ムは、日本人ブラジル移住100周年記念行事の一環として、
駐日ブラジル大使館の呼びかけにより、ブラジル・クイア
バー市において開催されたもので、本学からは宮田理事の
ほか、野水総長補佐が出席しました。
　日本からは、本学のほかに５国立大学、４私立大学、国
立大学協会、日本学術振興会、科学技術振興機構が、ブラ
ジルからは、ブラジル教育省などの政府関係機関、５連
邦大学の学長など、両国合わせて35機関が参加しました。

フォーラムでは、両国の高等教育制度や科学技術開発支
援、大学の国際交流プログラム等が紹介され、今後の大学
間の学術協力、学生・教職員交流の推進について、活発な
議論が交わされました。約30万人の日系ブラジル人が現在
日本に滞在している一方で、大学間の学術交流や学生交流
が少ない現状を認識し、日本・ブラジル両国の発展に参加
大学・機関が貢献することが期待されて閉会しました。
　また、同フォーラムに先立つ11月11日（火）、宮田理事ら
はサンパウロ大学を訪問し、フランコ・マリア・ラジョロ
同大副学長らと大学間学術交流協定締結に向けて懇談を行

いました。サンパウロ大学は、約７万人の
学生を擁するブラジル最大、南米では３
番目の規模を誇る大学で、南米で随一の
学術的評価を受けています。サンパウロ
市は、歴史面・産業面においても日本と
の縁が非常に深く、今後とも両大学の交
流関係が発展することが期待されます。

　宮田理事は、11月８日（土）、９日（日）の両日、第２回
International Forum of Public Universities（IFPU）に出席
しました。
　IFPU は平成19年にカナダ・モントリオール大学が世界
の国公立大学に呼びかけて創設した大学コンソーシアム
で、現在20ヵ国から21大学が加盟しており、今回は北京大

学において行なわれ、13大学が参加し、本学からは、宮田
理事のほか、野水総長補佐、宇田川幸則法政国際教育協力
研究センター准教授が出席しました。
　今回の IFPU は、11月６日から９日にかけて開催された
北京フォーラムと合同で開催されました。北京フォーラム
は、平成16年から北京大学の主催により毎年開催されてい
る、複数の国際会議により構成される1,000名規模のフォー
ラムで、ノーベル賞受賞者をはじめとする著名な研究者や
政治家などが多数招へいされており、本学はこのフォーラ
ムの世界研究大学・円卓会議にも参加しました。
　IFPU では、今後の活動方針が主に議論され、①研究協
力を推進するための各大学の研究重点分野などのデータ
ベース化、②共同博士課程・ダブルディグリー、③各大学
のサマー・プログラムの参加費免除枠を設定した学生交流
等の推進、が決定されました。
　2009年には、第３回 IFPU がベルギー・ブリュッセル自
由大学において、第２回 IFPU サマースクールが７月22日
～24日にブラジル・サンパウロ大学において開催が予定さ
れています。
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フォーラムの様子 サンパウロ大学にて（左から、ラジョロ副学長、
宮田理事、野水総長補佐）

IFPU 会場の様子
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宮田理事が日本・ブラジル大学学長フォーラムに出席、 
ブラジル・サンパウロ大学を訪問

宮田理事が第２回 International Forum of Public Universitiesに出席



　平成20年度名古屋大学大学院秋季入学式が、10月24日
（金）、野依記念学術交流館２階カンファレンスホールにお
いて挙行されました。
　同入学式は、大学院留学生特別コース及び医学系研究科
修士課程医科学専攻医療行政コース（ヤング・リーダーズ・
プログラム）に入学する留学生を含む秋に入学するすべて
の学生を対象としています。
　大学院留学生特別コースは、開発途上国等でニーズの高
い分野において、短期間に学位を取得したいという要望に
応えて、日本語を用いず英語による研究指導を行うコース

で、留学生の大半は、大学推薦による国費留学生で占めら
れています。また、医学系研究科修士課程医科学専攻医療
行政コースは、開発途上国の次世代を担う行政官（ヤング
リーダー）で、原則経験年数５年程度以上の40歳までの方
を日本に招き、１年間の英語による教育で修士学位を与え
るコースです。今年度は、文学研究科２名、法学研究科14
名、理学研究科７名、医学系研究科14名、工学研究科39名、
環境学研究科14名、情報科学研究科３名の計93名が本学で
学ぶことになりました。
　式典は、平野総長をはじめ各理事、監事、副総長及び研

究科長の列席のもと、名古屋大学交響楽
団による奏楽で始まり、入学生紹介、総
長の辞、役職員等の紹介に続き、法学研
究科のダシバルバル　ガンガバータルさ
ん（モンゴル）が入学生総代として宣誓
を行いました。
　閉会後には、列席者、陪席の指導教員
等を交えて記念撮影が行われ、入学生
は、これからの学生生活に期待を膨らま
せていました。

　山本理事は、11月３日（月）、４日（火）の両日、学術研究
交流促進のため、中国・南京大学を訪問しました。
　南京大学では、施　建 同大副学長及び談　哲 同大総
長補佐と懇談するとともに、経済学院及び生命科学院を訪
問し、 　志彪同大経済学院長、 　小春同大生命科学院
副院長から研究の状況について説明を受けました。また、
同大の歴史などについて展示している博物館や図書館等の
施設を視察しました。
　施副学長との懇談においては、本学と南京大学は1982年

に大学間学術交流協定を結ぶなど古くからの関係であり、
今後も学生に国際的視野を身につけさせるために、学生間
の交流を促進することや共同研究を進めることなどが話し
合われました。
　また、山本理事により、同大の教員及び学生向けにセミ
ナー「名大の研究」が開催され、本学の研究の現状等につ
いての講演が行われました。この講演には多くの教職員・
学生が集まり、講演後の質疑応答では、本学の研究や本学
への留学方法等について数多くの質問がありました。

　この訪問の後、11月11日
には陳　駿同大学長が本学
を訪問しました。また、来
年３月には南京大学におい
て名古屋大学フェアが開催
される予定で、今後のさら
なる両大学の交流が期待さ
れます。
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入学生総代による宣誓

記念撮影

記念撮影

セミナーの様子
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平成20年度名古屋大学大学院秋季入学式を挙行

山本理事が南京大学を訪問



　平成20年度日本数学コンクール表彰式が、11月３日（月・
祝）、シンポジオンホールにおいて挙行され、受賞した生
徒とその保護者等約120名が出席しました。
　表彰式は、東海高校吹奏楽部による弦楽四重奏の演奏で
幕を開け、同コンクール委員会会長を務めた大峯理事及び
小島寿文愛知県教育委員会高等学校教育課指導主事からあ
いさつがあった後、大峯理事から、日本数学コンクール、
日本ジュニア数学コンクール及び数学コンクール論文賞で
優秀な成績を収めた受賞者に対して、賞状、メダル及び副

賞が授与されました。
　続いて、大賞及び論文賞金賞を受賞した生徒からそれぞ
れ受賞の喜びと感謝の言葉が述べられました。
　表彰式終了後には、「問題解説」が実施され、問題作成
委員会の各先生方から問題に対する解答と、そこに辿り着
く過程や考え方について解説が行われ、参加した小中高生
と保護者の方々は、メモを取りながら熱心に聞き入ってい
ました。

　平成20年度秋季新入留学生歓迎懇談会が、11月10日
（月）、南部食堂において開催されました。この会は、今年
の秋に入学した留学生を対象に、今後の留学生活が実のあ
るものになるよう激励し、留学生と留学生関係教職員との
懇談を通して、一層の相互理解・交流を深めることを目的
として開催されたもので、当日は、新入留学生、教職員な

ど約370名の参加がありました。
　最初に、平野総長から歓迎と激励のあいさつがあり、こ
れを受け、新入留学生を代表して、工学研究科の陳

チェン

　嘯
シャオ

さ
ん（中国）が、日本での留学について抱負を述べました。
続いて、石田留学生センター長の発声により乾杯が行われ
た後、懇談にうつり、新入留学生が総長や教職員を囲んで、
にこやかに歓談したり、記念撮影したりする姿が会場のあ
ちらこちらで見られました。また、学生サークル「観世会」
による能と狂言の特別演技が披露され、留学生たちは日本
の伝統芸能に興味深く見入っていました。
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平野総長を囲む新入留学生

大峯理事から表彰される受賞者 日本数学コンクールの受賞者たち
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日本数学コンクール表彰式を挙行

平成20年度秋季新入留学生歓迎懇談会を開催



　第１回、第２回 B 人セミナーが、10月19日（日）と11月
８日（土）に、インキュベーション施設において開催されま
した。B 人とは、ビジネス人材を略した呼称です。
　同セミナーは、社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成
センターが、「研究者の地頭をプロフェッショナル仕様に
鍛えるビジネス研修シリーズ」として産業界から講師を招

いて行うもので、ビジネススキル全般に関する内容と、業
界別に業務の基礎を学ぶ内容があり、これらを受講者が長
期インターンシップや就職活動につなげ、ビジネス人材と
して産業界で広く活躍するための契機となることを狙いと
しています。
　第１回では、研究者の論理力を研究以外の分野にも応用
するためのロジカルシンキング、自分の強みを理解して
キャリアに生かすためのイメージマッピング、そして自己マー
ケティングについて学びました。参加者からは、ワークや
発表を通じて、「研究などのまとめ方がわかった」、「自分
の強みを客観的に理解できた」、「企業にアピールできるポ
イントが分かった」等の感想が寄せられ、大変好評でした。
　第２回では、「バイオベンチャーと再生医療業界」及び

「知的財産と経営」の業務や業界についての講義が行われ
ました。
　同セミナーは、今後、弁理士の業務、医薬・バイオ、技
術コンサルティング・調査ビジネス等のテーマで予定され
ています。

　シンポジウム「イノベーション創出若手研究人材」が、
11 月６日（木）、東京都内の東京ステーションコンファレ
ンスにおいて開催されました。同シンポジウムは、文部科
学省科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人
材養成」事業の一環として、平成 20 年度に同事業に採択
された 10 大学の出席のもと、本学の主催により行われた
ものです。
　はじめに、平野総長及び岩瀬公一文部科学省科学技術・
学術総括官のあいさつがあり、続いて川端和明科学技術・
学術政策局基盤政策課長による「若手研究者の人材養成と

国・大学の役割」、吉川誠一株式会社富士通研究所常務取
締役による「若手研究人材に対する産業界の期待」の講演
が行われました。引き続きパネルディスカッション「『イ
ノベーション創出若手研究人材育成』採択校 10 大学の取
り組みについて」が行われ、武田社会貢献人材育成本部ビ
ジネス人材育成センター長の司会のもと、コメンテーター
に高比良幸蔵文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課
人材政策企画官を迎えて採択機関の取り組みが紹介され、
山本理事が「社会貢献若手人材養成プログラム」の取り組
みについて発表しました。

　各大学の具体的な活動推進の一助とな
るだけでなく、同様の取り組みが全国の
大学に波及することが期待されるため、
大変有意義な機会となりました。
　採択大学や応募予定の大学の関係者を
含む約 150 名が熱心に聞き入り、活発な
討議が行われました。また、シンポジウ
ム終了後に情報交換交流会が開催され、
和やかな雰囲気の中で参加者は交流を深
めました。
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第２回 B人セミナーの様子

パネルディスカッションの様子 熱心に耳を傾ける参加者
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若手研究者向けビジネス研修「第１回、第２回 B 人セミナー」を開催

シンポジウム「イノベーション創出若手研究人材」を開催



　2008年度あいち男女共同参画社会推進・産学官連携推進
フォーラムシンポジウムが、11月10日（月）、野依記念学術
交流館カンファレンスホールにおいて開催されました。
　同フォーラムは、愛知県、名古屋市、愛知県経営者協
会、連合愛知及び本学によって2004年に設立され、全国的
にも類例のない産学官連携型フォーラムとして注目を集め

てきました。設立５年目にあたる今年度は、「ダイバーシティ」
をテーマとし、電気電子情報分野の国際的学会である IEEE
及び産学官連携推進室の共催により行われました。
　 基 調 講 演 で は、IEEE JC WIE Japan 代 表 を 務 め る
國井秀子リコーソフトウエア株式会社取締役会長が、「女
性がもっと活躍するために～ダイバーシティの推進～」と
題して、トップダウンで進める女性活躍のための制度充実
や意識改革の施策、それらをスパイラルアップで進めてい
くことの重要性等について講演しました。続くパネルディ
スカッションでは、アナウンサーの稲葉寿美氏の司会のも
と、６名のパネリストが産学官それぞれの立場から女性の
キャリアアップとこれを支援する取り組みについて紹介し
ました。最後にワークショップを行い、７つのテーマ（企
業におけるダイバーシティへの取り組み、公務員という選
択、高齢社会のサービスイノベーション、外国人女性研究者
のキャリア構築、多様なキャリアパス、研究者のワークライフ
バランス、仕事と育児の両立支援とキャリアアップ）につ
いて、進行役と出席者が情報・意見交換を行いました。出
席者からは、講演中も含め活発にコメントや質問が発せら
れ、盛況のうちに終了しました。

　第42回防災アカデミーが、９月17日（水）、環境総合
館レクチャーホールにおいて開催されました。今回は、
水谷法美工学研究科教授による「沿岸防災と海岸工学」と
題した講演が行われました。
　名古屋市の周辺地域では、過去に伊勢湾台風で甚大な被
害を受けたことなどから、沿岸災害はもっとも重大な災害
の一つとなっています。講演では、画像・映像などによる
豊富な事例をもとに、「高波災害」、「侵食災害」、「高潮災
害」、「津波災害」という４種類の沿岸災害の実態と原理、
そして海岸工学の意義について詳しい説明があり、さら
に、海岸施設の整備に加えて、その施設を利用する人への
教育の重要性が強調されました。

　10月24日（金）には、第43回防災アカデミーが開催され、
熊谷博之独立行政法人防災科学技術研究所主任研究員によ
る「世界に拡がる日本の火山監視技術」と題した講演が行
われました。
　日本の火山監視技術は世界的に見てトップレベルにあ
り、その技術の水平展開による発展途上国における減災へ
の期待が高まっています。このような科学的観測にもとづ
く火山監視には、「観測網の構築・維持」と「それを使う
人材育成」の両方が欠かせません。熊谷主任研究員は南米・
エクアドルにおける火山観測網構築プロジェクトを主導的な
立場で進めており、その実践経験にもとづいた話が展開さ
れました。講演後には、参加者から様々な視点に立った質

問が多数寄せ
られました。
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講演を行う國井氏
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2008年度あいち男女共同参画社会推進・産学官連携推進フォーラム 
シンポジウムを開催

第42回、第43回防災アカデミーを開催



　平成20年度事務系職員企画力向上研修が、11月５日
（水）、シンポジオンホールにおいて実施されました。この
研修は、業務改善について、その企画から、パワーポイン
ト・エクセル等を使った資料による提案に至るまでの方法
を学び、事務系職員の企画力向上に必要な能力の養成を図
るとともに、資質向上に繋げることを目的として、今年度
から新たに中堅職員を対象に実施されたもので、20名が受
講しました。
　研修では、文書要約、企画書作成のための IT ツールの
活用、データ分析及び業務改善企画書の作成についてグ
ループ演習を行い、最後にグループ対抗でディベート方式に
よる業務改善企画書のプレゼンテーションを行いました。
　企画・業務改善に対して認識を新たにした受講者も少な
くなく、この研修をきっかけに、それぞれの職場における
業務の見直しと組織の活性化の担い手となることが期待さ
れます。

　メンタルヘルスケア講習会が、10月７日（火）、野依記念
学術交流館において、また、10月20日（月）、医学部附属病
院中央診療棟において開催されました。この講習会は、快
適な職場環境の形成に努めることを目的に毎年開催されて
いるもので、２日間で約230名が参加しました。
　10月７日は、杉浦理事のあいさつの後、産業医である
小川豊昭総合保健体育科学センター教授から「無意識から
自身の秘密を読み解く」と題して講演がありました。深層
心理や運命の反復等、具体的事例を交えての説明があり、
参加者は自分自身や周囲の状況を思い描きながら理解を深
めました。また、10月20日には、濵口医学系研究科長のあ
いさつの後、津田　均総合保健体育科学センター准教授か
ら「職場復帰時の歩調合わせ」と題して講演がありました。
講演では、産業医の役割やメンタル的症状等についての説
明があり、参加者は、職場の周囲にそのような症状の職員
がいる場合の対応等の基礎知識を学びました。

　平成20年度愛知地区国立大学法人等退職準備セミナー
が、10月28日（火）、シンポジオンホールにおいて、愛知教
育大学・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学・豊田工業高
等専門学校・自然科学研究機構岡崎地区の５機関との共催
により開催され、平成24年度までの定年等退職予定者とそ
の配偶者、合わせて142名が参加しました。
　今回のセミナーでは、財団法人教職員生涯福祉財団の専
門講師である鮎川史郎講師による「生涯生活設計づくりに
向けて・退職後の健康プラン・退職後の生きがいプラン」、
設樂　徹講師による「共済年金・退職後の医療保険」及び
毛利益之講師による「経済生活プランの作成」の講演が行
われ、参加者は熱心に聴講していました。講演終了後に設
けられた個別相談コーナーでは、多数の相談が寄せられる
など、参加者の関心の高さが伺われ、セミナーは盛況のう
ちに終了しました。
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ディベート方式によるプレゼンテーションの様子

講習会の様子

毛利講師による講演の様子
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平成20年度事務系職員企画力向上研修
を実施

メンタルヘルスケア講習会を実施

愛知地区国立大学法人等退職準備 
セミナーを開催



　ジオスペース（Geospace）とは、「地球の」と
いう意味の接頭語「ジオ（geo-）」と、宇宙空間
を表す「スペース（space）」とを組み合わせた造
語であり、地球の影響が強く及んでいる宇宙空間
を意味しています。人工衛星を用いたジオスペー
スの利用は、1960年代から本格的に始まりまし
た。そして現在、天気予報の気象衛星、カーナビ
の GPS 衛星など、宇宙利用はいつの間にか私達
の生活にも深くかかわっています。こうした人工
衛星を安全に運用するためにも宇宙環境をよく知
る必要性が増す中で、人類の活動領域である宇宙
空間という意味合いを込めて、ジオスペースとい
う言葉が使われることもあります。それでは、私
たちにとっての最も身近な宇宙、ジオスペースと
はどのような世界なのでしょうか。
　太陽からは常に高温の太陽大気の一部がプラズ
マ１の流れとして太陽系内に放出されていて、太
陽風と呼ばれています。地球は磁化しているた
め、荷電粒子の集合体である太陽風は地球の磁石
の力によって曲げられ、その大部分は直接地球大
気に降り注ぐことはできません。この太陽風と地
球磁場の相互作用の結果、地球近傍の宇宙空間に
は「磁気圏」と呼ばれる勢力圏が形成されていま
す（図１上）。一方で、地表から上空に90km 程
度上がると、地球大気は太陽紫外線などにより電
離され始め、高度が上がるにつれ電離度は増し、
プラズマ状態となっていきます（図１右下）。こ
のように地球を取り巻く宇宙空間は真空ではな

く、太陽や地球から吐き出された電子や陽子など
が飛び交う、にぎやかなプラズマの世界なのです。
　宇宙に存在する物質の99% はプラズマ状態に
あるという表現が時に使われるほど、宇宙ではあ
りふれたプラズマですが、特にジオスペースプラ
ズマは「無衝突」プラズマであるという性質を
持っています２。これらのプラズマ粒子は、お互
いに直接衝突することはなくとも、広大な電磁場
に加速されたり曲げられたりして、ダイナミック
にエネルギーをやりとりすることができます。人
工衛星を使うと、このジオスペースプラズマ粒子
を捕まえ、速度分布関数という基礎的な物理量を
直接観測することが可能です（図２）。私たちは
これまで、このプラズマの直接観測データとコン
ピュータシミュレーションを組み合わせて、無衝
突プラズマの世界でおこる地球磁気圏へのエネル
ギーと物質の輸送に着目して研究を行ってきまし
た（図３）。
　安定したエネルギー源である可視光帯の太陽放
射に比べ、太陽から吹き出される太陽風は変化
に富んでいます。太陽表面で爆発が起こり、放
出された大量の太陽大気が地球近傍に到達する
と、激しいオーロラ活動や大規模な電流系の発
達、そして放射線帯粒子の突然の消失と増加など
を伴うジオスペース最大規模の変動現象、宇宙嵐

（Geospace Storm）を発生させます。宇宙嵐時に
は、大量のエネルギーとプラズマが磁気圏内に入
り込み、ダイナミックなエネルギー変換現象が一
斉に発動します。また、大きな宇宙嵐時には、地
球をとりまく電磁プラズマ環境が乱れるため、変
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図２　�分布関数の直接観測：GEOTAIL 衛星が日陰時に観測した
イオン分布関数（左上）と観測状況の模式図。（左上図は
Nature 誌より転載。）

図１　�太陽から放出される電磁放射と物質流（太陽風）によって
駆動される太陽－地球系の概念図。地球外圏を形成する
主要領域名とともに、太陽－地球系のエネルギー・物質輸
送に重要な役割を果たす物理機構と現象名を表している。
［上図］太陽風と地球の固有磁場の相互作用により形成さ
れる、地球周辺の宇宙空間（ジオスペース）の様子を示し
ている。［右下図］高度約500km以下の地球大気圏の概要
を図示している。
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最も身近な宇宙：ジオスペース環境変動のメカニズムを探る

関　華奈子　太陽地球環境研究所准教授／高等研究院教員



電所の故障による停電や、通信障害、人工衛星等
の故障、誤動作などが多発します。そのため実用
面の要請からは、ジオスペース環境変動のメカニ
ズムを理解し、精度のよい予測を実現しようとい
う宇宙天気予報の取り組みが世界的に始まってい
ます。
　太陽は約11年周期でその活動度を変化させます
が、宇宙嵐の発生頻度もこれに伴って変化しま
す。太陽活動極大期には規模の大きな宇宙嵐が頻
発するため、現在、次期太陽活動極大期（2012年
頃）に向けて、複数の人工衛星による同時ジオス
ペース探査計画が世界的に進みつつあります（図
４）。我が国でもその一翼を担うべく、特に放射
線帯を形成する相対論的高エネルギー粒子の加速
機構の理解を目指して、ERG（Energization and 
Radiation in Geospace）計画というジオスペース
探査プロジェクトを、全国の研究者が協力して立ち
上げつつあります。ERG 計画は、衛星観測、地上
観測、データ解析／数値モデリングの３つのチーム
が三位一体に連携して推進する計画（図５）です。
　私たちの研究グループは、その中でもデータ解
析／数値モデリングセンターの中核を担うべく準
備をしてきました。宇宙嵐において大規模な電磁
場変動を引き起こすメカニズムは何なのか？、放
射線帯を構成する高エネルギー電子の劇的な増加
のメカニズムはどうなっているのか？、 宇宙嵐の

謎に挑むため、今後はこの取り組みを更に発展さ
せ、地球周辺の宇宙環境変動を再現する実証型数
値モデルを構築し、ジオスペースにおける粒子加
速やプラズマ輸送メカニズムの理解に貢献したい
と考えています。こうして得られた知見は、私た
ちを取り巻く宇宙環境をよりよく理解するだけで
なく、私たちに固有磁場を持つ天体周辺の粒子加
速現象や物質輸送現象など、宇宙プラズマに普遍
な物理機構について手がかりを与えてくれるで
しょう。

13NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.187

長野県出身。東京大学で学位を取得後、日本学術振興会特別研究員
を経て2002年３月から現職。大学以来、約10年を東京で、約１年
をアメリカで過ごし、その後、豊川地区の太陽地球環境研究所の移
転に伴い名古屋に参りました。好きな漢詩は、朱熹の偶成。好きな
ことは、スケッチ、絵画鑑賞、ハイキング、スキューバダイビング
および武道です。ただ、最近は育児と研究の両立に試行錯誤してい
ます。

せき　かなこ

図４　�次期太陽活動極大期に向けて計画されているジオ
スペース探査衛星（赤丸）と関連する衛星（青色）
の軌道。中央の黒丸は地球を表し、地球磁気圏を
北から見た図。

図５　�ジオスペース探査計画 ERG の研究グループ概念図。地球
を取り巻くカラーの線は磁力線を表している。衛星によ
る直接観測、地上多点観測、数値モデリングを三位一体と
なって進め、宇宙嵐時に地球を取り巻く放射線帯の急激
な増加を引き起こす、相対論的粒子加速機構の解明を目
指している。

１　�プラズマとは、マイナスの電荷をもつ電子と、プラスの電荷
をもつイオンからなる気体の一種で、全体としては電気的
に中性であるが、粒子の電荷のために電気的な力に支配さ
れ、ふつうの気体にはない独特な集団的振る舞いをする。物
質の「第４の状態」とも呼ばれている。

２　�ジオスペースプラズマの大きな特徴は、希薄なために粒子
同士がほとんど衝突しないことであり、このようなプラズ
マは「無衝突」プラズマと呼ばれる。地上の常識で考えると、
衝突がなければエネルギーの交換はおこらないと思えるが、
プラズマの構成粒子は衝突がなくとも電磁場をとおして力
を及ぼしあい、エネルギーをやりとりできる。

図３（�a）無衝突プラズマ中でのケルビン・ヘルムホルツ
不安定の２次元粒子シミュレーション結果と（b）
磁気圏境界層での観測結果の分布関数比較の例。
（c）観測領域の模式図。赤道面に黄色から青色で
渦構造が示されている部分が比較を行った磁気圏
境界層に対応している。（d）磁気流体近似による
３次元シミュレーション結果。



　平成18年度補正予算における東山耐震事業とし
て、前回紹介の工学部３号館以外に、理学部 C・
D 館、耐震改修を含む全面改修を行う全学教育棟
中棟、古川記念館、工学部６号館及び地球水循環
研究センターの耐震改修予算が認められました。
今回は、そのなかでも理学部 C・D 館と古川記念
館、工学部６号館、地球水循環研究センターの改
修工事について紹介します。

■理学部 C・D館
　理学部 C・D 館は、昭和42～43年にかけて建設
されたもので、建設後40年以上経過し老朽化が著
しく、教育研究にも支障をきたしていただけでな
く、建物の構造耐震指標である Is 値が１階 X 方
向で0.23と非常に低い値を示しており、耐震性能
にも問題のある建物でした。
　本改修工事は、国立学校施設緊急整備５か年計
画の整備方針の一つである「老朽化した施設の改

善整備」事業として位置付けられたもので、一昨
年の理学部 B 館に引き続いて改修工事が行われ
たものです。C・D 館は、B 館と一体の建物であ
ることから内外装の工事内容は、基本的に B 館
の改修内容を踏襲する形となっており、外付鋼板
内蔵コンクリートブレース及び内部耐震壁増設に
よる耐震補強、本学の学術憲章に掲げる「研究と
教育の基本目標」に従った教育研究環境の改善、
弾力的・流動的に利用できる全学共同利用スペー
スを建物面積の20％確保すること等を盛り込んだ
改修を行いました。
　平面計画としては、１階に事務部門を集約しま
した。特に D 館では教務学生掛を配置し、外部
からの専用入り口を設け学生の利便性を図るとと
もに、ベンチを設置するなど外部空間のアメニ
ティの向上を図っています。
　なお、今年度も引き続き E・F 館等の改修工事
に着手しています。
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26．�理学部 C・D館、古川記念館、工学部６号館、�
地球水循環研究センター



■古川記念館
　古川記念館は昭和39年、日本ヘラルド映画の創
設者であった古川為三郎氏及び志ま夫人によって
寄附されたもので、建築家谷口吉郎氏の設計によ
り建設された日本のモダニズム建築の代表作の一
つです。補正予算では耐震改修分のみが措置され
ましたが、一部学内経費も充当し耐震改修の他に
外壁改修、バリアフリー対策として玄関ホール、
事務室、便所等の改修、エレベーターの新設、ま
た、省エネルギー対策として外部サッシガラスの
ペアガラス化、屋上防水の遮熱塗装等の工事を行
いました。
　耐震補強は外観を変更しないよう配慮しながら
内部にコンクリート壁の増設と鉄骨ブレース補強を
併用し、Is 値を0.66から0.70まで引き上げています。

■工学部６号館
　工学部６号館は、昭和38年に建設された建物で

Is 値は0.57でした。今回は耐震改修が予算措置さ
れたため、外付鋼板内蔵コンクリートブレースに
より補強を行い、Is 値を0.8としました。
　耐震改修の他には外壁と外部建具、屋上防水の
遮熱改修及び玄関廻りバリアフリー対策の改修を
行っています。

■地球水循環研究センター
　地球水循環研究センターは、昭和46年と52年に
建設されたもので、Is 値は0.38と非常に低い値で
した。外付鋼板内蔵コンクリートブレースにより
補強を行った結果 Is 値は0.76となりました。
　耐震改修の他には、外壁と外部建具（水切）改
修、バリアフリー対策としてエレベーター改修と
身障者便所の新設、玄関アプローチにスロープ新
設等の工事を行っています。
 （施設管理部）
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１　理学部D館アプローチ
２　改修後の理学部 C・D館
３　改修前の理学部 C・D館
４　改修後の古川記念館
５　古川記念館新設エレベーター
６　改修後の工学部６号館
７　改修後の地球水循環研究センター本館
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　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、10月30
日（木）、31日（金）の両日、第９回オープンフォーラム「大
学等が有する知的資源の組織的活用による国際教育・研究
協力の推進と強化―農学知的支援ネットワークの形成に向
けて―」を、環境総合館レクチャーホールにおいて開催し
ました。
　今回は、我が国の農学分野の大学や研究機関の連携強化
によって、各機関がこれまで蓄積してきた知と経験を国際
協力活動へ組織的かつ継続的に提供するための枠組み作り
について議論を行いました。
　初日の冒頭、山内同センター長、宮田理事によるあいさ
つの後、岩永　勝農業・食品産業技術総合研究機構作物研
究所長が「国際農業の抱える問題と日本の役割：農学知的
支援ネットワークへの期待」と題する基調講演を行いまし
た。続いて行われたセッション１では、浅沼修一同セン
ター教授が「農学知的支援ネットワーク設立の背景・趣旨・
展望」と題して講演し、浅井孝司文部科学省大臣官房国際
課国際協力政策室長、戸田隆夫国際協力機構（JICA）研

究所上席研究員及び安中正実国際農林水産業研究センター
企画調整部長（J-FARD 事務局代表）が、それぞれの立場
から農学知的支援ネットワークに対する期待について発表
しました。セッション２では、松本哲男同センター教授に
よる「大学と国際協力機関との組織連携強化」、田和正裕
環境学研究科特任教授による「農学知的支援ネットワーク
の運営に必要な制度・枠組みの検討」、板垣啓四郎東京農
業大学国際食料情報学部教授及び志和地弘信同教授による

「ネットワークを活用するための事務局の機能と活動に対
する意見」と題する講演があり、ネットワークの制度設計
と活動内容に関する討議が行われました。
　２日目に行われたセッション３では、「ネットワークの
活用が想定される事例」をサブテーマとして、槇原大悟同
センター准教授による大学等研究機関の国際教育協力活動
実施状況に関するアンケート結果の報告と、石川智士東海
大学海洋学部准教授による水産分野のネットワーク構築に
関する発表が行われました。セッション４では、櫻井武司
同センター客員教授、田中　樹京都大学大学院地球環境
学堂准教授、緒方一夫九州大学熱帯農学研究センター長、
大濱　裕日本福祉大学社会福祉学部准教授が農学知的支援
ネットワークの戦略的活用について、それぞれ異なる視点
で講演を行いました。
　最後に行われた「農学知的支援ネットワーク推進のため
のアクションプラン」をテーマとしたパネルディスカッ
ションでは、多様化する途上国のニーズに誠実かつ確実に
応えることができる国際教育協力を実現するため、大学等
が有する知と経験を個々の大学の枠を超えたネットワーク
によって組織的かつ継続的に提供するための具体的な枠組
み作りについて、活発な意見交換が行われました。
　同センターは、同フォーラムでの協議内容を踏まえ、農
学知的支援ネットワーク事務局として、具体的な組織・制
度設計や共同提案プロジェクトの形成等の活動を開始する
予定です。

16 名大トピックス◦ No.187

質疑応答の様子パネルディスカッションの様子
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ICCAE 第９回オープンフォーラムを開催
●農学国際教育協力研究センター



　大学院経済学研究科は、11月６日（木）、名古屋国税局長
特別講演会を経済学部カンファレンスホールにおいて開催
しました。この講演会は、経済学部の講義「財務会計」の
特別講義として、菅野良三名古屋国税局長を講演者として
招き、実施されたものです。
　国税庁では、毎年11月11日～17日を「税を考える週間」と

定めて11月に様々な広報活動を行っており、その一環として、
今年は大学生を対象に、「IT 化・国際化と税」をテーマと
して、国税局幹部による講演会を全国で実施しています。
　菅野局長は、日本の財政事情を簡潔に説明し、地域通
貨による納税の可能性に言及した後、IT 化と国際化が進
展する中での、国税局の活動内容について説明しました。
IT 化については、e-Tax を用いた国税電子申告により、
税務署まで行かなくても自宅で確定申告が行えることが紹
介され、国際化については、租税条約に基づき情報交換や
相互協議を行い２国間での二重課税の解決を図っているこ
とや、開発途上国に対し税務行政の支援を行っていること
が語られました。
　会場となったカンファレンスホールは400名ほどの受講者で
満席となり、受講生からは「税について考えるよい機会に
なった」、「税の使われ方についてもっと知りたくなった」
との感想が寄せられ、税への関心の高さが伺われました。

　大学院理学研究科は、11月15日（土）、野依記念学術交流
館において、第16回理学懇話会「機械仕掛けの生きものた
ち」及び「高校生のためのサイエンスカフェ」を開催しま
した。
　今回は、細胞が時計やモーターと同じ、複雑で精巧な動
きをいかにして成し遂げているかについて、２名の研究者

が講演しました。國枝秀世同研究科副研究科長のあいさつ
に続いて、まず、本間道夫同研究科教授が「細胞に組み込
まれたミクロのモーター」と題して講演を行い、バクテリ
アの鞭毛を回転させるのはイオンの流れを動力源とする極
小のタービンモーターであり、その構造や形成のされ方が
わかってきた研究の過程について説明しました。続いて、
近藤同研究科長が「生命の時を刻むタンパク質」と題して
講演を行い、シアノバクテリアの生物時計が遺伝子の働き
を介さずに３種の蛋白質のみで「試験管内」で再現できた
研究と、従来は説明できなかった生物時計の温度補償性や
24時間周期性の機構を解明できる可能性について紹介しま
した。どちらの講演も分子生物の最前線の難しい内容でし
たが、講演後には多くの質問があり、参加者の関心の高さ
が感じられました。
　懇話会に引き続き行われた「高校生のためのサイエンス
カフェ」では、講演者を囲み、気軽な雰囲気の中で質問や
議論が交わされました。顕微鏡カメラによりバクテリアの
鞭毛運動がモニターに映し出され、参加者にとって、講演
で知った現象を自分の目で確かめることができる貴重な機
会となりました。
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特別講演会の様子

高校生のためのサイエンスカフェの様子
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名古屋国税局長特別講演会を開催
●大学院経済学研究科

第16回理学懇話会・高校生のためのサイエンスカフェを開催
●大学院理学研究科



　大学院生命農学研究科附属農場は、10月25日（土）、地域
貢献特別支援事業「都市近郊の農業教育公園」の一環とし
て、農業ふれあい教室「親子農業体験」を開催しました。
　この教室は、近隣の小学生と保護者を対象に、親子で農
業を体験・学習する機会として、毎年様々な企画を実施し
ており、今回は、19家族59名が参加しました。

　午前中は、ミルクからのバターの作り方について説明を
受けた後、全員がバター作りを体験しました。また、サツ
マイモ掘りを楽しみながら、一株につくイモの数や重さを
測定し、イモのでき方について学びました。午後は、水耕
液で栽培されているミニトマトを観察、試食し、おいしい
トマトの作り方や見分け方について学びました。また、ヤ
ギとウシの世話、餌やりなどを体験し、家畜とのふれあい
を楽しみました。最後に、収穫したサツマイモを焼イモに
して、自作バターで味付けし、秋の味覚を楽しみました。

　大学院理学研究科は、10月２日（木）、３日（金）の両日、
日独共同大学院プログラム第６回ミュンスター大学・名古
屋大学共同セミナーを、野依記念物質科学研究館講演室に
おいて開催しました。
　同セミナーには、ミュンスター大学から過去最多の教員
８名、学生７名が来日し口頭発表をしました。開会にあた
り、本学を代表して大峯理事から歓迎のあいさつがあっ
た後、村田直樹日本学術振興会理事及びドイツ研究協会

（DFG）のレゲランド氏からもあいさつがあり、この国際
共同大学院プログラムの重要性が語られました。

　パイロット期間を含めてプロジェクト始動から４年目を
迎え、両大学ともに相互の学生派遣と教員派遣が順調に進
んでおり、この共同セミナーは、今後派遣が予定されてい
る学生の研究に関する打合せを教員同士が行ったり、学生
本人が受入れ研究室の教員と事前に打合せを行ったりする
場としても有効に活用されています。
　今回は、ミュンスター大学の講演者に加えて本学から教
員６名と学生２名が講演し、また、20件以上のポスター発
表が行われ、ディスカッションする様子が会場のあちらこ
ちらで見られました。

　また、今回は初めて特別テーマを
設け、「日本とヨーロッパの近代化
学の歴史」と題して山本明夫東京工
業大学名誉教授が講演を行いまし
た。化学を学ぶ参加者から様々な質
問や意見が飛び交い、会場は熱気に
あふれた盛り上がりを見せていまし
た。
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ヤギの餌やり体験の様子

司会進行役の巽物質科学国際研究センター長 懇親会での記念撮影
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農業ふれあい教室「親子農業体験」を開催
●大学院生命農学研究科附属農場

第６回ミュンスター大学・名古屋大学共同セミナーを開催
●大学院理学研究科



　地球水循環研究センターは、11月３日（月）から15日（土）
の間、第18回ユネスコ国際水文学計画（IHP）短期トレー
ニングコースを実施しました。
　同センターでは、ユネスコ IHP への貢献として、東ア
ジア ･ 東南アジア諸国の若手研究者を対象とした短期集中
型のトレーニングコースを毎年実施しています。今年は、

「衛星観測による大気物質リモートセンシング」をテーマ
に、衛星リモートセンシングにより雲や降水などを測る観
測原理やその応用手法を学ぶ講義のほか、受講者が各々計
算機端末に向かいデータ解析実習を行いました。また、研

修旅行として宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センターを訪
問し、地球観測衛星や打ち上げロケットが生み出される現
場を見学しました。
　今回は、７カ国から訪日した７名に、同センターに在籍
中の留学生１名を加えた計８名が参加し、２週間にわたる
トレーニングに熱心に取り組み、講義では真剣な質疑が飛
び交いました。受講生にとって、研究の最前線に携わる現
役研究者から直接指導を受けられるだけでなく、普段接す
ることの少ない近隣諸国の研究者と机を並べるまたとない
機会となりました。受講者のほとんどは母国で気象予報や

防災に携わる国立機関や大学の研究
者であり、トレーニングコースで得
た知識や経験が、今後の業務や研究
に大いに活かされることが期待され
ます。

　大学院国際開発研究科は、大学院生命農学研究科及び農
学国際教育協力研究センターの協力により、10月７日（火）
から24日（金）までの３週間にわたり、国際協力機構（JICA）
研修コース「森林管理政策～地方行政と住民との協働によ
る持続的森林管理」を実施しました。中国、インドネシア、
マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、エチオピア
から計９名の森林行政に携わる中央・地方の中堅行政官が
参加し、西村美彦国際開発研究科教授及び西川芳昭同研究
科教授らが作成したカリキュラムに沿い、参加型森林管理

政策の原理と手法について学びました。研修員は、同研究
科教員による講義を受講した他、京都や岐阜、奥三河地方
の現場を視察し、自治体、NPO、民間企業の専門家との
討議を重ねました。
　同コースの特筆すべき１コマとして、2010年開催予定の
第10回生物多様性条約締約国会議（COP10）における名
古屋市環境局の担当者との意見交換会が挙げられます。研
修員は、名古屋市の環境戦略や、東山地域の里山保全に関
わる市民活動の話に熱心に耳を傾け、「森林管理や生物多

様性というと、農山村地域の問題と
いう印象が強かったが、都市部での
対応策の重要性にも気づくことがで
きた」と感想を述べており、新たな
視点を得る絶好の機会となったよう
です。今後、各研修員が、研修成果
を生かし、住民を巻き込んだ森林政
策の策定に貢献することが期待され
ます。
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奥三河の段戸国有林においてNPO関係者から説明を
受ける研修員

演習の様子

名古屋市 COP10関係者との意見交換会の様子

記念撮影
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第18回 IHP 短期トレーニングコースを実施
●地球水循環研究センター

JICA 研修コース「森林管理政策」を実施
●大学院国際開発研究科



　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、10月24
日（金）、森元泰行バイオヴァーシティ・インターナショナ
ル（旧国際植物遺伝資源研究所）研究員を迎え、第４回オー
プンセミナーを開催しました。森元研究員は、ケニア・ナ
イロビにあるバイオヴァーシティのサブサハラ・アフリカ
支所において、伝統的な在来作物品種の遺伝資源利用や多
様性管理にかかわる農民の知恵や社会的メカニズムを解明
する研究活動を行っています。今回のセミナーでは、「見直
されるアフリカの伝統作物と食文化―ケニア農村地域にお
ける植物遺伝資源の利用と保全の試み―」と題し、バイオ

ヴァーシティの活動事例から、ケニアにおける農村の生物
多様性を用いた農村開発の手法が紹介されました。
　また、11月４日（火）には、第５回オープンセミナーを開
催し、同センターに５月～11月の間、客員研究員として在
職していたフンジャ・ムラゲ　ケニヤ・ジョモケニヤッタ
農工大学講師が、「ネリカと日本のイネの品種の幼苗期お
よび生殖成長期における耐冷性比較」と題する報告を行い
ました。ケニア中央部の高原地帯では雨季の低温による冷
害がネリカ（New Rice for Africa: NERICA）普及の大き
な阻害要因となっています。ムラゲ博士は、ネリカと日本

のイネ品種の低温に対する反応の違
いを幼苗期および生殖成長期におい
て比較し、ネリカの低温耐性は比較
的弱いと分類されることを報告しま
した。
　両講演とも、アフリカの農業や稲
作に関心のある学生をはじめ、一般
市民の方々の参加もあり、盛況のう
ちに終了しました。

　大学院情報科学研究科は、11月６日（木）、情報科学研究
科棟１階第１講義室において、NTT 及び NTT 西日本連
携協議会との共催により、先端技術公開セミナーを開催し
ました。
　このセミナーは、間瀬健二情報連携基盤センター教授の
司会により進められ、湯本潤司 NTT 物性科学基礎研究所

所長による「量子の世界とその将来」と題した講演が行わ
れました。
　量子力学が誕生してから100年以上が経過しましたが、
量子の世界は未だ謎が多く、議論が活発に行われていま
す。量子力学の本質を追究する研究とともに、情報科学分
野で期待されている、量子暗号鍵配送、量子コンピュータ
などの応用研究も重要なテーマになっています。講演で
は、安全性が証明され光ファイバによる実証実験も行われ
ている量子鍵配送技術や量子コンピュータなどの量子情報
処理の現状について、最新の研究を紹介されるとともに将
来の課題について解説が行われました。
　同セミナーには、本学教職員や学生に加えて、学外から
の参加者６名を含む45人が熱心に聴講しました。

20 名大トピックス◦ No.187

講演する湯本所長

質問に答える森元研究員 講演するムラゲ講師
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ICCAE 第４回、第５回オープンセミナーを開催
●農学国際教育協力研究センター

先端技術公開セミナーを開催
●大学院情報科学研究科



　高等教育研究センターは、10月22日（水）、11月５日（水）
及び12月８日（月）、大学職員を対象に第72回～74回招へい
セミナーを開催しました。
　第72回では、「大学のガバナンスと職員」と題し、
大場　淳広島大学高等教育研究開発センター准教授の講演
が行われ、資源の乏しい日本の大学では競争による排除を
もたらす恐れのある高等教育政策は必ずしも適切とはいえ
ないこと、事務組織における中間層を専門職化することの
必要性などが指摘されました。
　第73回では、今田晶子立教大学大学教育開発・支援セン

ター課長から「コラボレーションを実現する教員・職員関
係論」と題して話題提供があり、大学内の意思決定におい
て教員と職員が協同する形態について、従来型の「車の両
輪モデル」に加えて、新たに「プロジェクト型モデル」「ア
カデミック・コミュニティモデル」が生まれつつあると指
摘し、近年では日本の大学においても伝統的な教員・職員
の二元論にあてはまらない専門職が登場しているとの説明
がなされました。
　第74回では、「大学職員の能力開発をいかにすすめるか
―立命館大学 大学行政研究・研修センターの取り組みか

ら」と題し、立命館大学が実施して
いる大学の幹部職員養成プログラム
について、近森節子同センター次長か
ら講演がありました。
　どの回でも、本学のみならず近隣
の諸大学からも多くの事務職員が参
加し、活発な意見交換が行われまし
た。

　博物館は、10月18日（土）、19日（日）の両日、第３回地球
教室「鉱物をさがそう！」を開催しました。地球教室は、
次世代教育の基幹事業として、名古屋市科学館との共催に
より小中学生とその保護者を対象に実施しているもので、
今回は131名もの応募者から抽選により、小中学生18名と
その保護者12名の計30名が参加しました。

　１日目は、名古屋市科学館で事前学習として、実際の鉱
物試料を使って硬度や劈

へき

開
かい

などの性質について学び、チー
ム対抗の鉱物鑑定試験を行いました。この事前学習では、
12種類の鉱物が見分けられるように工夫されています。
　２日目は、愛知県幡豆町の採石場を訪ね、前日の学習を
もとに鉱物を参加者自身で採集しました。この現地学習で
は、石英や長石など一般的な鉱物とともに電気石やザクロ
石が採取できます。この地域は、砂質片麻岩とそこに貫入
する流紋岩質貫入岩が露出しており、電気石やザクロ石は
貫入岩の中にだけ入っています。闇雲に周囲を探してもザ
クロ石はみつからないので、脈状の流紋岩質貫入岩を探す
ことが必要です。参加者は室内での学習を発展させた野外
での観察眼を問われましたが、難なく目的の鉱物を手にす
ることができました。その後、名古屋市科学館へ移動し、
採集した鉱物を使ったオブジェ作りを楽しみました。オブ
ジェ作りは野外学習とは異なる視点で実物を触ることにな
り、五感を通して知識を定着させる狙いがあります。好天
にも恵まれ、好評のうちに終了しました。
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実際に鉱物をたたいて割れ方を調べる参加者

第72回の様子 第73回の様子
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第72回～74回招へいセミナーを開催
●高等教育研究センター

第３回地球教室「鉱物をさがそう！」を開催
●博物館



　附属図書館及び同館研究開発室は、大学院経済学研究科
の協力を得て、10月６日（月）から27日（月）まで、2008年秋
季特別展「西洋近代思想と永井文庫―最大多数の最大幸
福を求めて―」を開催しました。これは、平成19年度に
永井義雄名誉教授から同館に寄贈された約６千冊の蔵書の
うち、18～19世紀に刊行された西洋近代思想に関する800
冊あまりの古典資料が貴重書に指定され、この秋に利用が
開始されたのを記念し、その一部が初めて公開されたもの
です。
　同展は、19世紀イギリスの功利主義を中心とし、近代
イギリスの改革思想の歴史、フランス革命をめぐる急進
派と保守主義の対立、自由主義、社会主義の台頭など幅
広い永井文庫の内容を紹介するもので、J．ベンサムや
R．オウエンをはじめ多数の思想家・活動家の著作、手紙、
18世紀終盤から19世紀前半のさまざまな政治・社会のト
ピックについての多数のパンフレット、また労働証書と
いった珍しい資料など62点が展示され、期間中に延べ506
名の来場者があり、注目を集めました。

　10月18日（土）には、第４回名古屋大学ホームカミングデ
イの一環として講演会が開催され、土方直史中央大学名
誉教授による「ベンサムからオウエンへ－功利主義・民
主主義・協同主義－」、柳田芳伸長崎県立大学教授による

「永井文庫の特徴とその学術的意義」、永井名誉教授による
「本を通して出会った人たち」の講演や深貝保則横浜国立
大学教授による資料解説があり、75名の参加者の中には、
講演会終了後も講演者や永井名誉教授自らの展示品の解説
に聞き入る姿が多く見られました。
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展示会場の様子

講演を行う永井名誉教授 展示資料のひとつ『ジェイムス・ギルレイ作品集』1873年

部
局
ニ
ュ
ー
ス

2008年秋季特別展を開催
●附属図書館



　博物館は、10月７日（火）から11月８日（土）まで、博物館
２階展示室において、第15回企画展「伊吹おろしの若者た
ち－八高創立百年の歴史から－」を、大学文書資料室との
共催により開催しました。
　これは、本学のルーツのひとつである第八高等学校（八
高）が今年創立100周年を迎えるのを記念し、八高がたどっ
た長い道のりを学生生活に焦点をあてて振り返るために
企画されたものです。当時の若者はなにを学び、なにに悩
み、どんな青春をおくったのかを明らかにすることによっ
て「八高文化」を若い世代に伝えるため、パネルも写真を
中心に展示しました。また、実物展示として、本学に寄贈
された多数の関連資料から、当時の学生服、教科書、卒業
証書等、選りすぐりの約60点と、名古屋市博物館所蔵の約
10点が展示され、展示図録やパンフレットも無料配布され
ました。八高会（第八高等学校同窓会）の支援により、一
層充実した展示となりました。
　期間中の来館者は、八高100周年記念祭の一環として開
催された八高会主催のバスツアーで博物館を訪れた約80名
を含め、2,187名に達しました。会期中は毎日、開館から
閉館まで来館者が途絶えることはほとんどなく、学生を含
む来館者の多くが、ゆっくりと時間をかけてパネルや展示
品に見入っていました。説明者に思い出話をしたり、展示
パネルの写真の中の自分について、懐かしく語る場面が見
うけられるなど、来館者と深く交流できる展示となり、40
年余の間に約１万人の卒業生を送り出した八高の影響力の
大きさが、改めて実感されました。
　会期中の10月29日（水）には、第91回博物館特別講演会が
開催され、山口拓史大学文書資料室助教が「寸描―第八高
等学校」と題して講演を行いました。70名が参加したこの
講演会では、山口助教から、八高創設の経緯や初代校長
大島義

よし

脩
なが

の運営新機軸が紹介され、また、八高の校風と
される「勤勉」「教練」「スポーツ」の由来についてもわ
かりやすく解説されました。あわせて、旧制高校文化に

欠かせない学寮の生活や、「八高で学んだ『考えよ』の精
神が生涯を支えた」という八高卒業生の述懐等が紹介され
ました。
　講演後に行われた質疑応答では、若い来場者からの疑問
に八高会の方々が丁寧に答え、来館者たちは講演内容の理
解を一層深めていました。
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企画展の様子

展示を見る八高会バスツアー参加者

特別講演会において講演を行う山口助教

部
局
ニ
ュ
ー
ス

第15回博物館企画展「伊吹おろしの若者たち－八高創立百年の
歴史から」を開催
●博物館



　名古屋大学では、「名古屋大学廃棄物等に関する取扱要
項」を制定し、廃棄物、排水、ばい煙及び悪臭（以下「廃
棄物等」という。）の管理及び対策に関し、廃棄物等の安
全な処理及び教育・研究の場にふさわしい環境の保持とそ
の周辺地域の環境を保全するための必要な事項を定めてい
ます。この要項では、廃棄物等を一般廃棄物、有機廃液・
有機固形物、無機廃液・無機固形物、廃試薬容器、生物系
廃棄物、感染性廃棄物、医療系廃棄物、実験動物等廃棄
物、実験排水、ばい煙、悪臭物資に分類し、その取扱方法
等については、環境安全防災委員会の義を経て定めること
となっています。
　このうち一般廃棄物（ごみ）については、「名古屋大学
一般廃棄物（ごみ）回収処理ガイドライン」が平成12年４
月に制定され、ごみの全学一元化回収・処理が実施される
こととなりました。
　ガイドラインでは、一般廃棄物及び産業廃棄物を適正に
回収・処理することについては、「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」に基づき、大学は事業所として社会的責任
を負うこととされており、次の事項は、ごみの分別・減量
化を推進するために、教育研究活動を行う大学及び大学構
成員に求められる要件であることを理解し、実践する必要
があるとされています。
　　１．事業所としての大学の社会的責任の自覚
　　２．教育研究における安全性の確保
　　３．省資源・省エネルギー・循環型社会への意識改革
　　４．地域社会に対する環境保全・環境倫理の確立
　　５．環境教育の具体的実践
　ガイドラインでは、これらを実践するための取り組みの
一環として、環境指導員（ごみパトロール隊）を配置し、
廃棄物回収・処理方法の指導、廃棄物の分別回収、ごみ清
掃等の業務を委託し、全学のキャンパスクリーンの任務遂
行を強化することとしています。現在10名の環境指導員が
配置されています。回収については、ごみを20種類に分類
し、分別回収を行い、できる限り資源化を促進するととも
にその減量化に努めることとしています。ガイドラインは

本学のホームページに掲載されています。
（http://www.esmc.nagoya-u.ac.jp/kitei/guideline.html）
ごみの分類、回収方法等の詳細が掲載されていますのでご
覧ください。このガイドラインに基づき、本学の構成員を
対象として、より具体的に、ごみの分類、回収方法、回収
システムなどについて分かり易く説明した冊子「名古屋大
学大学ごみ・ガイド」も作成しています。このガイドも本
学のホームページに掲載されています。
（http://www.nagoya-u.ac.jp/JAPANESE/gomi/index.
html）
　また、本学では、環境に対する取り組みの方針と現状等を
まとめた「環境報告書」も公開しています。「環境報告書
2008版」が今年９月末に公開され、この報告書のなかにも
さまざまな取り組みが紹介されています。環境報告書2008
版については、名大トピックス No．189の「環境への取り
組み」において別途掲載される予定ですが、本学のホーム
ページには既に掲載されています。

（http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/rpt.html）
　環境安全衛生管理室、施設管理部では、今後とも廃棄物
等の管理及び対策、さらなるごみの減量化、資源化の取り
組みを進めていく予定です。ご理解ご協力をお願いいたし
ます。

ごみ減量化宣言
　名古屋大学の構成員は、教育研究活動の結果排出さ

れる一般廃棄物（ごみ）の発生を抑制（reduce）す

るとともに、分別回収を行い、その再使用（re-use）、

再利用（recycle）、に務め、廃棄物の資源化、減量化

を促進することは大学としての社会的責任であること

を自覚し、全学一元化方式による分別回収・処理を推

進する。
（「名古屋大学一般廃棄物（ごみ）回収処理ガイドライン」より）

名古屋大学はチーム・マイナス６％に参加しています
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名古屋大学は名古屋市からエコ事業所の
認定を受けています

環
境
へ
の
取
り
組
み

ごみ減量化の取り組みについて



記事 月日 新聞等名

1 本学で博士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏、高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏と
ボストン大学名誉教授・下村脩氏のノーベル賞受賞を祝い、豊田講堂に横断幕が掲げられる

10.16（木） 中日（朝刊）
他２社

2 諏訪兼位・本学名誉教授　心揺さぶる　短歌の魅力 10.16（木） 朝日（夕刊）

3 訃報：景山直樹・本学名誉教授 10.17（金）

10.18（土）

中日（朝刊）
日経（朝刊）
朝日（朝刊）
読売

4 コンタクトレンズを使ってドライアイに悩まされている人について、杉田二郎・医学部附属病院助教は「角膜の表
面が乾きやすく状態の悪い人は、いったん眼鏡に替えて、傷を治してからコンタクトに戻す場合もある」と話す

10.17（金） 中日（朝刊）

5 「第４回名古屋大学ホームカミングデイ　地域と大学で考える『人と地球環境』」18日開催：本学で博士の学位を取
得した京都産業大学教授・益川敏英氏、高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏とボストン大学名誉教授・
下村脩氏の３名がノーベル賞に決まったことを受け、「小林・益川理論」「緑色蛍光タンパク質GFP」の解説などが
行われる

10.17（ 金 ）
10.18（土）

中日（朝刊）
毎日（朝刊）

6 西村浩一・環境学研究科教授らの研究グループと朝日新聞社が共同で、北アルプス雪渓調査のため空撮を行う 10.18（土） 朝日（朝刊）

7 日本数学コンクール・フォローアップセミナー「数理ウェーブ」25日開催：大沢健夫・多元数理科学研究科教授
「数理の目がとらえた図形たち（その１）－膜の内と外」

10.18（土） 中日（朝刊）

8 環境医学研究所市民公開講座2008「やさしい痛み学」18日開催：村田善晴・環境医学研究所長、水村和枝・同研究
所教授「痛みはどのようにして感じられるか－痛みの神経回路－」、佐藤純・同研究所准教授「天気と痛み」

10.18（土） 中日（朝刊）

9 社団法人日本化学会は、本学で博士の学位を取得したボストン大学名誉教授・下村脩氏に栄誉会員の称号を贈る 10.18（土）
10.21（火）

中日（朝刊）
日刊工業

10 医学部附属病院乳腺・内分泌外科では、早期乳がんの乳房温存手術で再発予防のため手術中に放射線を直接
患部に当てる治療を始める

10.19（日） 中日（朝刊）

11 旧制八校百年祭18日中区のホテルで開催　OBら約700人が参加　寮歌「伊吹おろし」を合唱 10.19（日） 毎日（朝刊）
中日（朝刊）

12 本学は生活習慣病と遺伝的体質がどう関係するかを確かめる疫学調査「大規模長期追跡調査」の協力者を募集 10.20（月） 中日（朝刊）

13 市民公開講座「C型肝炎　その最新治療を学ぶ～肝がんにならないために～」19日開催：片野義明・医学部附属病
院講師

10.20（月） 中日（朝刊）

14 棚橋誠治・理学研究科教授が中学生に分かりやすく素粒子を解説 10.20（月） 中日（朝刊）

15 配達と学業を両立させているとして筒井康太さん・本学学生らが「新聞配達の日」に表彰される 10.20（月） 中日（朝刊）

16 「仏教美術の図像解釈学（イコノロジー）－インドから日本まで」11月１日から開講　静岡県立美術館長・宮治昭・
本学名誉教授が講義

10.20（月） 中日（夕刊）

17 本学で博士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏、高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏と
ボストン大学名誉教授・下村脩氏の３氏に愛知県と名古屋市が、学術顕彰を贈呈

10.20（月）
10.21（火）

中日（夕刊）
毎日（朝刊）
読売

18 名大サロンの主役：佐久間淳一・文学研究科教授　語順が自由なフィンランド語 10.21（火） 中日（朝刊）

19 名古屋大学ライフトピア講演会出会いとつぶやきのホッとカレッジ第２回「健やかなまち」～他世代の出会いと交
流の居場所づくり事業～26日開催：大西丈二・医学部老年情報学寄附講座准教授　

10.21（火） 朝日（朝刊）
日経（夕刊）

20 運動塾～楽しく動いて運動神経を良くしよう　11月４日～12月27日の毎週土曜日、ますこ健康開発センターで開
催：指導は島岡清・総合保健体育科学センター教授

10.21（火） 朝日（夕刊）

21 股関節教室26日開催：長谷川幸治・医学系研究科准教授、山口仁・医学部附属病院医員 10.22（水） 朝日（朝刊）

22 本学、東京大学、京都大学など国立８大学の工学研究科で組織する「８大学工学部長会議」は、早期化している企
業の採用活動に対し是正を求める声明を発表

10.23（木） 中日（朝刊）
他３社

23 ロボット研究で知られる福田敏男・工学研究科教授は、「この研究分野は技術革新のスピードが速いので、産業界
も時代の流れに追いつき、知的レベルを磨いて欲しい」と話す

10.23（木） 中日（朝刊）

24 濵嶋信之・医学系研究科教授が「Cancer�Week�2008」で大腸がんの最新治療について活発な意見を交わす 10.24（金） 読売

25 本学は地球規模の環境問題を視野に、新しい学内研究組織「地球生命圏研究機構（SELIS）」を立ち上げて環境対応
への取り組みを活発化している

10.24（金） 日刊工業

26 医学系研究科は、女性の尿もれや骨盤臓器脱改善・予防の体操の効果を実感し、やる気を促すバイオフィードバッ
ク療法を研究中

10.24（金） 中日（朝刊）

27 大学院秋季入学式が24日行われ、外国人留学生72人、日本人21人、計93人が入学 10.25（土） 読売

28 股関節教室26日開催：山口仁・医学部附属病院医員が講演 10.25（土） 中日（朝刊）

29 猪子雅和さん・本学大学院生が「ウィラブナゴヤ」学生委員会委員長を務め、学生の地域活動を紹介し交流を深める 10.25（土） 中日（夕刊）

30 日本癌学会と日本癌治療学会の合同学術総会が28日から５日間の日程で開催　安藤雄一・医学部附属病院化学療法
部部長は「がんの医療が高度、専門化する中で、世界標準の医師やスタッフは圧倒的に少ない。５年後には東海地
方のがん医療は良くなったと感じられるようになるはず」と話す

10.25（土）
10.27（月）
10.28（火）

中日（夕刊）
読売

31 目の健康講演会が３日に開催：藤田保健衛生大学教授・平野耕治・元本学医学系研究科助教授がドライアイをテー
マに講演

10.26（日） 読売
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記事 月日 新聞等名

32 国立の主要７大学中、本学は研究者の女性比率11.7％でトップ　男女共同参画がテーマのシンポジウムで学長らが
女性研究者を増やす努力をすると宣言　

10.27（月） 朝日（朝刊）

33 産業技術総合研究所研究員・呉　純氏・本学卒業生が発光生物の謎と魅力を語る 10.27（月） 朝日（朝刊）

34 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム　21世紀の創造　18日開催：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授 10.29（水） 読売

35 「環境技術および資源マネジメント国際会議2009」が来年９月、本学とスイスのダボス国際会議場の２会場で開催 10.29（水）
10.30（木）

毎日（夕刊）
中日（朝刊）
他２社

36 本学と東京大学のグループは、植物中で養分が流れる二つの通路「木部」と「師部」の形成に「TDIF」という物質
が関わっていることを解明

10.31（金） 朝日（朝刊）

37 日本生まれの科学者４人がノーベル賞を受賞したことについて、理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授は
「誇らしい気持ちだ。だが快挙が教育研究施策の反映かは疑問。高等教育への財政支出の拡大が不可欠である」と
話す

10.31（金） 毎日（朝刊）

38 麻生太郎首相はノーベル物理学賞受賞が決まった京都産業大学教授・益川敏英氏と高エネルギー加速器研究機構名
誉教授・小林誠氏の表敬を受け、快挙を祝福する

11.� 1（土） 中日（朝刊）
毎日（朝刊）

39 備える：流言「９．13　岡崎大震災」について、木村玲欧・環境学研究科附属地震火山・防災研究センター助教は、
関東大震災での流言を例として、「噂が広がる要因には、正しい知識が伝わっていないことと、未知の地震への不安
の高まりがある」と講義をする

11.� 1（土） 中日（朝刊）

40 「第12回伊勢湾・三河湾を考える会」12月３日開催：科学技術交流財団理事長・松尾稔・元本学総長がコーディネー
ター

11.� 1（土） 中日（朝刊）

41 南山大学社会倫理研究所2008年度第５回懇話会８日開催：中西久枝・国際開発研究科教授「混迷アフガニスタン情
勢と国際社会の『介入』について」

11.� 1（土） 中日（朝刊）

42 本学の大学院生らが、10月に名古屋市内９ヵ所に「リユースステーション」を設置　住民が持ち帰った再利用品は
800点以上と人気が高く、設置場所の増設を望まれる

11.� 1（土） 日経（夕刊）

43 市民公開講座「高齢者を肺炎から守る！」吹上ホールで１日開催：丹羽利充・医学部附属病院准教授 11.� 2（日） 中日（朝刊）

44 本学で博士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏、高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏と
ボストン大学名誉教授・下村脩氏の３氏がノーベル賞を受賞したことを受け、平野眞一総長は「国としても基礎科
学研究の重要性を再認識して欲しい」と話す

11.� 3（月） フジサンケイ
ビジネスアイ

45 平成20年秋の叙勲　瑞宝中綬章を岡崎恒子・本学名誉教授、瑞宝重光章を松浦馨・同名誉教授、瑞宝双光章を
安部哲太郎・元医学部附属病院副診療放射線技師長、山村律子・元同病院検査部衛生検査助手が受章

11.� 3（月） 毎日（朝刊）
他５社

46 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　偽善エコ？　４ 11.� 3（月） 中日（朝刊）

47 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　転換　１ 11.� 4（火） 中日（朝刊）

48 文化勲章の親授式が３日、皇居・宮殿で行われ、本学で博士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏、高
エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏らが天皇陛下から文化勲章を授与される

11.� 4（火） 朝日（朝刊）
他４社

49 文部科学省は医師不足に対応するため、77大学の医学部定員を693人増やし、総定員数を8486人にすると発表　本学
の09年度定員予定は８人増え108人に

11.� 5（水） 中日（朝刊）
他４社

50 文化勲章受章者と文化功労者を招いた茶会が４日、皇居・宮殿で開かれる　本学で博士の学位を取得した京都産業
大学教授・益川敏英氏、高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏らが出席

11.� 5（水） 読売
日経（朝刊）

51 本学で博士の学位を取得したボストン大学名誉教授・下村脩氏のノーベル化学賞受賞により話題になっているオワ
ンクラゲが、碧南海浜水族館で展示される

11.� 5（水） 読売

52 室原豊明・医学系研究科教授の研究グループが、カロリーを摂取制限すると血管が作られて血流が良くなることを
動物実験で突き止める

11.� 5（水） 中日（夕刊）

53 オバマ氏が米大統領選挙で史上初の黒人大統領に決まったことについて、春名幹男・国際言語文化研究科教授は「有
色人種が増え、米国社会での人口構成の変化が影響したため」と分析する

11.� 6（木） 中日（朝刊）

54 老年学：愛知淑徳大学教授・井口昭久・本学名誉教授　加齢で変わる人体 11.� 6（木） 朝日（朝刊）

55 外国人が話す日本語サロン　名古屋 YMCAで15日開催：ゴーラブ・コーチャルさん・本学大学院生「インドに関す
る知られていない事実」

11.� 6（木）
11.13（木）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）

56 春名幹男・国際言語文化研究科教授は、米大統領選挙を振り返り「黒人を大統領に選んだことでアメリカの威信は
少し回復するだろう。経済と安全保障で窮地に追い込まれた米国を改革するのが、彼の歴史的任務だ」と話す

11.� 7（金） 中日（夕刊）

57 文部科学省は「基礎科学力強化懇談会」の初会合を７日に開催　本学特別教授の理化学研究所理事長・野依良治氏、
本学で博士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏と高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏ら
ノーベル賞を受賞した科学者７人が参加

11.� 7（金）
11.� 8（土）

日経（夕刊）
中日（朝刊）
他４社

58 古川忠稔・環境学研究科准教授と矢作建設工業株式会社は、木造住宅向けの耐震補強工法「ウッドピタ工法」を共
同開発

11.� 8（土）
11.12（水）

中日（朝刊）

59 本学と地元企業が中区伏見長者町地区の活性化に協力　無線 LANを使い、自前の放送局を実現　システム作りに携
わった清水翼さん・本学学生は「生中継の導入で、再生に向けて頑張る街の姿をリアルに伝えたい」と話す

11.� 8（土） 中日（朝刊）

60 宮尾克・情報連携基盤センター教授に、子どもの携帯ゲーム機や通話以外での携帯電話の使い方について聞く 11.� 8（土） 日経（夕刊）

61 市民公開講座「知っていますか？パーキンソン病～専門医によるパーキンソン病講座～」12月７日開催：祖父江元・
医学系研究科教授「市民公開講座開催にあたって…パーキンソン病とは？」、平山正昭・医学部附属病院講師「パー
キンソン病のくすりについて」、渡邉宏久・同病院助教「パーキンソン病と長く付き合う方法」

11.� 8（土）
11.14（金）

中日（夕刊）
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62 大磯ユタカ・医学系研究科教授らの研究グループは、「先天性腎性尿崩症」を遺伝子治療で抑える基礎技術の開発に
成功

11.� 9（日） 中日（朝刊）

63 中日新聞を読んで：中西久枝・国際開発研究科教授　オバマ氏への期待と背景 11.� 9（日） 中日（朝刊）

64 名大サロンの主役：髙井治・エコトピア科学研究所教授「超はっ水」応用広がる 11.11（火） 中日（朝刊）

65 一度社会人経験をしてから大学に入学した山田雅子さん・本学学生らが入学までの苦労や今の大学生活などを語る 11.11（火） 中日（朝刊）

66 講演会「明治村館長が語る…近代建築とまちづくり」13日開催：博物館明治村館長・飯田喜四郎・本学名誉教授 11.11（火） 中日（夕刊）

67 「名古屋大学東京フォーラム」７日開催：平野眞一総長は、今年のノーベル賞に本学で学んだ３氏が選ばれたことを
取り上げ、「今後も世界トップレベルの知識人、社会の多様な場で活躍できる人を育てたい」とあいさつする

11.12（水）
11.14（金）

読売
中日（朝刊）

68 第16回名古屋大学理学懇話会15日開催：本間道夫・理学研究科教授「細胞に組み込まれたミクロのモーター」、近
藤孝男・理学研究科長「生命の時を刻むタンパク質」

11.12（水） 中日（朝刊）

69 特別展源氏物語千年紀記念事業「源氏物語の書物と絵画」展24日まで附属図書館で開催：15日に講演会　髙橋亨・
文学研究科教授が「『源氏物語』と後宮文化」を語る

11.12（水） 毎日（朝刊）

70 名城大学教授・鍋島俊隆・本学名誉教授が第41回東海テレビ文化賞を受賞 11.12（水）

11.16（日）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）
読売

71 叙位叙勲：従四位　景山直樹・本学名誉教授 11.12（水） 中日（朝刊）

72 田母神俊雄・前航空自衛隊幕僚長の歴史認識に関する政府見解否定論文や憲法九条を改正すべきという発言につい
て、愛敬浩二・法学研究科教授と久保田貢・愛知県立大学准教授に聞く

11.12（水） 中日（朝刊）

73 本学は中国・上海に海外企業と共同研究をするための情報収集拠点を設置　イギリス、インド、オーストラリアに
も広げる計画で、国際的な産学連携を推進する

11.14（金） 日刊工業

74 愛知県は「院内感染地域支援ネットワーク」を設置　感染症を専門とする本学などの医師や看護師らが、専門家の
いない中小の病院からの相談を受け付ける

11.14（金） 中日（朝刊）

75 第60回愛知県教育表彰式19日開催：諏訪兼位・本学名誉教授が文化功労者として表彰される 11.14（金） 中日（朝刊）

76 日本汎太平洋東南アジア婦人協会愛知支部講演会16日開催：ムルニ・ラムリさん・本学大学院生「インドネシアの
女性と社会の変化」

11.14（金） 中日（朝刊）

77 ノーベル物理学賞、化学賞の受賞者が学んだ本学を中国・北京大学の教授や調査機関の研究者らが視察 11.14（金）
11.15（土）

読売
朝日（朝刊）

78 訃報：京都大学名誉教授・伊藤清・元本学助教授 11.15（土） 朝日（朝刊）
他３社

79 医学部附属病院小児科では、「私と小児科の先生」をテーマにした作文を募集 11.15（土） 中日（朝刊）

80 「名大病院市民公開講座」12月13日開催：松山幸弘・医学系研究科准教授「知っておこう　腰痛の原因と治療最前
線」、加藤勝義・医学部附属病院薬剤主任「ご存知ですか？　治験が必要な訳」

11.15（土） 中日（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月25日（火）～２月26日（木）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第11回名古屋大学博物館特別展
「2008年ノーベル物理学賞・化学賞受賞記念特別展」

12月２日（火）～１月31日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第16回名古屋大学博物館企画展
「愛知の野鳥～環境と多様性」

第93回名古屋大学博物館特別講演会
日　　時：12月20日（土）13：30～15：00
講演題目：「野鳥を観察する楽しさ」
講 演 者：高木清和（日本野鳥の会愛知県支部）

第94回名古屋大学博物館特別講演会
日　　時：１月10日（土）13：00～14：30
講演題目：「江戸時代　尾張の生物多様性」
講 演 者：金沢　智（日本野鳥の会愛知県支部）

トリのミクロの不思議～トリの羽やホネを電子顕微鏡でみてみよう～
日　　時：１月24日（土）10：00～12：00
定　　員：20名
参 加 費：100円（保険代）
※要事前申込

12月16日（火）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：16：30～18：00
参加無料

［問い合わせ先］
グローバル COE 化学事務局　
052-789-2474
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp

グローバル COEプログラム｢分子機能物質科学の国際教育研究拠点形成 ｣化学系セミナー

「バイオインスパイアードな “ものづくり”」
講 演 者：田中健太郎（理学研究科教授）

12月16日（火）
場　　所：ベンチャー・ビジネス・
　　　　　ラボラトリー３階
　　　　　ベンチャーホール
時　　間：10：30～16：40
定　　員：100名
参加無料

［問い合わせ先］
エコトピア科学研究所
エネルギーシステム（中部電力）寄附研究部門
小島寛樹助教　052-789-5874

エコトピア科学シンポジウム
「持続的発展社会を目指した電力・ 電気機器の技術開発」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

12月16日（火）、17日（水）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：9：00～18：00
参加無料

［問い合わせ先］
遺伝子実験施設　052-789-3086
kozakai@gene.nagoya-u.ac.jp
http://www.gene.nagoya-u.ac.jp/

第８回遺伝子実験施設公開セミナー
新たな DNA 解析
―次世代 DNA 解析のすべてと DNA 解析の新分野への展開―

12月18日（木）、19日（金）
場　　所：野依記念学術交流館２階
時　　間：18日9：15～
　　　　　19日9：00～
参加無料、懇親会のみ有料
※要事前申込

［問い合わせ先］
理学研究科
大内幸雄教授　052-789-2485
ohuchi@mat.chem.nagoya-u.ac.jp

故 関　一彦先生追悼シンポジウム：
有機エレクトロニクス関連薄膜・界面の電子構造と
電子過程

12月19日（金）
場　　所：文学部会議室
時　　間：16：00～17：00
参加無料

［問い合わせ先］
文学研究科英米文学研究室
052-789-2299
eibei@lit.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学英米文学会公開講座クリスマスセミナー
「メランコリーと英文学」
講　　師：小林章夫（上智大学教授）

12月19日（金）～21日（日）
場　　所：文系総合館７階
　　　　　カンファレンスホール（19日）、
　　　　　野依記念学術交流館
　　　　　　　　　　　　�（20日、21日）
受付開始時間：19日17：00、
　　　　　　　20日9：30、21日9：30
入場無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
越智和弘教授　052-789-3512
ochi@lang.nagoya-u.ac.jp

国際シンポジウム／ジェンダーの事象と表象
「観られる身体、読まれる欲望、多様化する家族」
基調講演：①リンダ・ウィリアムズ（カリフォルニア大学バークレー校）
　　　　　②ローズマリー・モーガン（イェール大学）
　　　　　③ヴェラ・マッキー（メルボルン大学）
招待講演：①ジョン・ウィリアムズ（映画監督・上智大学講師）
　　　　　②高木正勝（映像作家・音楽家）
アート・パフォーマンス：乾　久子（現代美術家）、良知友見（イダキ奏者）
そ の 他：研究発表、ポスター発表

12月20日（土）、１月24日（土）
場　　所：経済学研究科
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：10：00～12：00

［問い合わせ先］
経済学研究科エクステンション・サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学オープンカレッジ
｢ 自由奔放！サイエンス」
12月20日
講演内容：「ジェスチャー・行為・意味：意味の生まれる気配を求めて」
講 演 者：齊藤洋典（情報科学研究科教授）

１月24日
講演内容：「福祉国家の歴史：その生成過程と機能」
講 演 者：福澤直樹（経済学研究科准教授）
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12月20日（土）
場　　所：シンポジオンホール
時　　間：13：00～17：10（開場　12：20）
参加無料

［問い合わせ先］
地球水循環研究センター研究協力事務室
052-789-3466、3459
http://www.hyarc.nagoya-u.ac.jp/

地球水循環研究センター第８回公開講演会
「水と地球環境」
講演題目：「アジアの氷河変動が意味するもの」
講 演 者：藤田耕史（環境学研究科准教授）
講演題目：「水質トレーサーからみる地球環境問題」
講 演 者：中野孝教（総合地球環境学研究所教授）
講演題目：「植生を介した水循環と地球気候システム」
講 演 者：安成哲三（地球水循環研究センター教授）
講演題目：「世界の水利用と水災害」
講 演 者：沖　大幹（東京大学教授）

12月21日（日）
場　　所：名古屋市科学館
　　　　　サイエンスホール
時　　間：14：30～17：00
対　　象：高校生以上
定　　員：300名（多数の場合は抽選）
※要事前申込
受講料無料（高校生・大学生200円、
大人300円の科学館観覧料が必要です。）

［問い合わせ先］
（講演の内容等）
理学部 F研　052-789-2443
（申込方法、会場等）
名古屋市科学館　052-201-4486

第７回坂田・早川記念レクチャー
「幻のノーベル賞　チャーム粒子の発見」
講 演 者：丹生　潔（名古屋大学名誉教授）

12月23日（火）
場　　所：野依記念学術交流館１階会議室
時　　間：13：00～17：30
定　　員：約80名
参加無料

［問い合わせ先］
医学系研究科
飯高哲也准教授　052-744-2282�
iidaka@med.nagoya-u.ac.jp

第１回社会感情神経科学研究会
「社会感情神経科学に何を期待するか？」
講演題目：「社会心理学の立場から」
講 演 者：唐澤　穣（環境学研究科教授）
講演題目：「感情心理学の立場から」
講 演 者：大平英樹（環境学研究科教授）
講演題目：「神経科学の立場から」
講 演 者：定藤規弘（自然科学研究機構教授）

12月24日（水）
場　　所：情報連携基盤センター４階
　　　　　演習室
時　　間：13：00～17：30
参加無料
※懇親会は有料（500円）

［問い合わせ先］
情報連携基盤センター　
葛生和仁特任准教授　
kuzuu@icts.nagoya-u.ac.jp

第９回東海地区 CSI 事業報告会
「大学間ユーザ認証連携」

12月25日（木）
場　　所：生命農学研究科 B棟319号室
時　　間：15：00～16：30
参加無料

［問い合わせ先］
農学国際教育協力研究センター　
052-789-4225
iccae@agr.nagoya-u.ac.jp

農学国際教育協力研究センター
第７回オープンセミナー
講演題目：「農民の経験と彼らが直面している問題を如何に RUAの
　　　　　 農産物加工教育に活かすか」
講 演 者：Chanthy�HUOT（カンボジア王立農業大学ジュニア講師、
　　　　　農学国際教育協力研究センター客員研究員）
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１月12日（月）
場　　所：IB 電子情報館１階
時　　間：13：00～16：00
参加無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
（社）応用物理学会東海支部
「おもしろ科学教室事務局」
090-6464-3424

第１回「おもしろ科学教室」
小・中・高校生のためのノーベル物理学賞受賞記念講演と
科学工作教室
第１部　13：00～13：45
講演題目：「ノーベル賞のひみつ　素粒子のなぞ」
講 演 者：中村光廣（理学研究科准教授）
第２部　13:45～14:45
展示・電子紙芝居見学
第３部　14:45～16:00
おもしろ科学工作教室

１月13日（火）、14日（水）
場　　所：シンポジオンホール
時　　間：13日9：30～20：00
　　　　　14日9：30～16：30
参加無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
グローバル COE 化学事務局　
052-789-2954
kato.kiyonori@chem.nagoya-u.ac.jp
http://gcoe.chem.nagoya-u.ac.jp/

名古屋大学ジョイントシンポジウム
「第５回平田義正先生追悼記念レクチャー・

  第１回分子機能の解明と創造に関するグローバル COE 
国際シンポジウム」
第１部　13：00～13：45

１月19日（月）
場　　所：中央図書館５階多目的室
時　　間：18：00～19：15
入場無料

［問い合わせ先］
附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

附属図書館研究開発室第33回オープンレクチャー
講演題目：「聖なる数学：算額」
講　　師：深川英俊（附属図書館研究開発室研究協力者、名城大学非常勤講師）

１月20日（火）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
入場無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku/

第46回防災アカデミー
講演題目：「観測データとコンピュータシミュレーションで見る地震の強
い揺れ」
講 演 者：古村孝志（東京大学教授）
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第４回名古屋大学ホーム
カミングデイでの公演
（民族舞踊団音舞）
（平成20年10月18日）

イベントカレンダー



１　創立50周年記念行事パンフレット表紙�（B5サイズ、大学文書資料室蔵）
２　同パンフレットの「記念学術講演会」プログラム
３　創立50周年記念式典で配布された写真集『名古屋大学の歩み』
� （B5サイズ、大学文書資料室蔵）
４　創立50周年記念式典の様子

１ ２ ３

４
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　名古屋大学創立50周年記念行事は、わが国最後の帝国大
学として1939（昭和14）年に創設された名古屋帝国大学を起
点に大学の歴史を数え、1989（平成元）年に初めて全学規模
での周年記念行事として開催されました。
　同記念行事の内容は、1987（昭和62）年に設置された名古
屋大学創立50周年記念行事委員会によって検討され、記念
式典、記念祝賀会、記念学術講演会、記念部局行事の４企
画とされました。
　記念式典および記念祝賀会は、1989（平成元）年11月９
日、午前11時から３時間にわたって豊田講堂及び同講堂
前庭で開催され、学内外から関係者1,500名の参加があり
ました。同式典では、石橋一弥文部大臣、有馬朗人国立
大学協会長、鈴木礼治愛知県知事、西尾武喜名古屋市長、
武田弘太郎記念事業後援会長から祝辞がありました。
　記念学術講演会は、翌10日から２日間の日程で豊田講堂

において開催され、日本文学研究者のドナルド・L・キーン・
コロンビア大学名誉教授をはじめ国内外の講師８名が招か
れました。また、記念部局行事は、同年11月７～12日と翌
12月２日に開催され、記念シンポジウム・記念講演会・公
開セミナーや展示会、実験公開・研究室公開・施設公開等、
各部局がそれぞれの特徴を生かした企画を行いました。
　名古屋大学ホームページでも案内されているように、来
年2009（平成21）年、本学は創立70周年（創基138周年）を
迎え、10月17日に関係者による記念式典や祝賀会が開催さ
れるほか、恒例となった本学ホームカミングデイや記念コ
ンサートなどの各行事が開催される予定です。なお、「創
基138周年」という表現は、本学で最も長い歴史をもつ医
学部の起源である仮病院・仮医学校が設置された1871（明
治４）年から数えたものです。

名古屋大学創立50周年記念行事

本連載で紹介できる名古屋大学の歴史に関する情報をお持ちでしたら、大学文書資料室（052-789-2046、nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp）へご連絡ください。
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