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　名古屋大学オープンキャンパス2009
が、８月５日（水）から７日（金）の３日
間にわたり開催されました。これは、
高等学校２年生を中心とした大学進学
希望者を対象に、教育・研究における
特色の紹介や施設見学等を通じて「名
古屋大学で何が学べるか」を紹介し、
今後の適切な進路を選択する上での意
識を高めてもらうことを目的として、
毎年８月上旬に行っているもので、今
年は梅雨明けが遅く、天候の心配もあ
りましたが、幸い３日間とも天気に恵
まれ、大勢の高校生が参加しました。
　参加者は、午前中、豊田講堂におい
て大学紹介ビデオを視聴したり、附属
図書館、博物館、野依記念物質科学研
究館、赤㟢記念研究館等のキャンパス
内の公開施設を自由に見学しました。
また、豊田講堂ホワイエに設けられた
入試・就職・課外活動の相談コーナー
や、今年度より新設された女子学生の
ための相談コーナー、生協学生委員に
よる在学生との交流・相談コーナーに

も、多くの参加者が訪れ、大学スタッフ
や各学部の現役学生に対し、大学生活
に関する様 な々相談をしていました。
　午後を中心に行われた学部企画で
は、各学部長をはじめ、教職員・在学
生が一体となり、趣向を凝らした学部
説明、模擬講義、施設見学等が行われ、
参加者は、教員や在学生と直接懇談し
たり、自分の進路等について詳しく説
明を聞き、熱心に質問やメモを取るな
ど活気に溢れていました。

　今年度のオープンキャンパスは、７
月１日から受付を開始しましたが、７
月下旬の締切日には、ほぼ全ての学部
で募集定員に達し、総数で約7,900名
を超える申し込みがありました。参加
実数も、約９割の7,114名だったほか、
事前申し込みができなかった高校生
約600名や多くの付き添いの方も、豊
田講堂での全体企画や施設見学に参加
し、総数では約8,000名の参加者が来
学しました。
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１　豊田講堂の様子
２　ホワイエの様子
３　�女子学生のための相談�

コーナーの様子
４　理学部懇談会の様子
５　学部紹介の様子

２ ４

３ ５

１

オープンキャンパス参加者数

８月５日（水）
経済学部 701名
工学部 1,694名

８月６日（木）

教育学部 540名
法学部 800名
医学部（医） 415名
農学部 445名

８月７日（金）

文学部 717名
情報文化学部 250名
理学部 727名
医学部（保） 825名

合　　　計 7,114名
＊�医学部保健学科は大幸キャンパスにおいて実施、それ以
外は東山キャンパスにおいて実施。
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　濵口総長は、７月27日（月）、28日（火）の２日間、韓国を
訪問し、同国 成均館大学校にて開催された学術交流協定
締結記念式典及び名誉博士学位記授与式に出席しました。
　同校は、1398年に設立された朝鮮時代の最高教育機関

「成均館」を母体とした韓国有数の私立大学であり、これ
まで部局間協定を締結していた大学院法学研究科をはじめ、
経済学研究科や工学研究科において研究者及び学生の相互
交流が進められています。今回、大学間学術交流協定を締
結したことにより、国際性豊かな優れた若手研究者の育成
に向けて、さらに連携を深めることが期待されています。
　総長は、27日午後に、同校で行われた学術交流協定締結
記念式典に出席し、セオ同校学長をはじめ同校の役員等と
今後の交流の可能性について懇談した後、引き続き挙行さ
れた名誉博士学位記授与式に出席し、同校の教職員約70名
の列席の下、セオ学長から名誉博士（医学博士）の学位を
授与されました。過去に同校から名誉博士の称号を受けた
日本人には、第３代経済団体連合会会長の植村甲午郎氏や

国連難民高等弁務官等を歴任し、現在、国際協力機構理事
長の緒方貞子氏らが名前を連ね、総長は同校から名誉博士
号を受ける４人目の日本人となりました。
　式典終了後は、同校の附属施設であるサムソンメディカ
ルセンターにおいて、名誉博士号授与記念特別講演が開催
され、総長から、本学の自由闊達な学風や卓越した研究成
果等について紹介があったほか、医学研究者としての研究
成果や経験に基づき、韓国の未来を担う医学研究者に向け
てメッセージが送られました。続いて、総長は、サムソン
メディカルセンター内を視察し、がん患者の家族に対するケ
ア等の先進的な取り組みについて熱心に耳を傾けました。
　28日には、本学全学同窓会韓国支部のメンバーと懇談し、
本学関係者のノーベル賞受賞を含む最近のトピックスにつ
いて意見交換を行うとともに、同窓会メンバーからは、メ
ンバーの近況や在学中の韓国人留学生との交流の可能性等
について意見が寄せられ、総長からは、今後本学と同窓生
との連携を強化していきたい旨の表明がありました。
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濵口総長が韓国 成均館大学校から名誉博士の称号を授与される



　社会貢献人材育成プログラム事業の修了証書授与式が、
８月３日（月）、挙行され、本事業初の修了者として博士課
程の大学院学生１名、ポストドクトラルフェロー（ポスド
ク）２名の計３名が、宮田理事より修了証書を手渡されま
した。
　本事業は、平成20年度に科学技術振興調整費「イノベー

ション創出若手人材養成」プログラムとして採択されたも
ので、学内に立ち上げた社会貢献人材育成本部ビジネス人
材育成センターにおいて、博士課程の大学院学生やポスド
クにキャリア支援を実施するものです。５年間の事業期間
中に、150名以上の産業界等で活躍する人材を輩出してい
く予定です。
　活動内容は、登録者一人ひとりに対するキャリア相談に
始まり、博士学位取得者が多様なキャリアパスを持てるよ
うに、ビジネス研修や産業界での長期インターンシップを
実施するものであり、登録者は50名を超えています。今回
修了した３名は、国内外の企業や機関で、３ヶ月以上のイ
ンターンシップを経ており、今後、インターンシップした
企業等で活躍することが期待されます。
　これからも、本学は、産業界で活躍できる博士の育成と、
博士学位取得者が広く社会で活躍できる環境を創っていき
ます。

　若手女性研究者サイエンスフォーラムと女子中高生理系
進学推進セミナーが、８月４日（火）、野依記念学術交流館
において開催されました。
　同フォーラムは、若手女性研究者の研究発表及び交流を
目的としており、今年が第１回目の開催となります。午後
から行われたサイエンス・カフェでは、ロレアル・ユネス
コ女性科学者日本奨励賞を受賞した北海道大学の作田絵里

さんと本学の三浦陽子さんから、同賞の申請書や受賞式の
様子などが紹介されました。参加者からは申請書の書き方
が参考になった、この賞に是非応募したい、などの感想が
寄せられました。その後、行われたポスターセッションで
は、学生や准教授など様々な方から、自然科学分野の46演
題について発表があり、会場は真剣な議論で熱気にあふれ
ていました。
　また、同時に行われていた同セミナーには、愛知県を中
心に、中学１年生から高校３年生までの生徒及びその保護
者や教員など、100名を超える参加者があり、大河内美奈
工学研究科准教授及び河村晶子理学研究科准教授による講
演を楽しんだ後、同フォーラムのポスターセッションに参
加しました。
　今回、同フォーラムと同セミナーを同時に開催したこと
で、中・高校生にとっては大学での研究や身近なロールモ
デルとなる女子大学生と触れ合える機会となり、また発表
者にとっては分野外の研究者や中・高校生向けに研究成果
を説明する難しさや楽しさを実感する機会となりました。
　最後に、中・高校生や発表者、理系学部の研究科長を含
む参加者全員の投票によりベストプレゼンテーション賞が選
ばれ、大学院生命農学研究科の岩井衣世さん、小野ひろこ
さん、工学研究科の川上亜矢子さん、環境医学研究所の
村瀬詩織さんに、濵口総長から表彰状が授与されました。
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若手女性研究者サイエンスフォーラム、女子中高生理系進学推進 
セミナーを開催



　産学人材育成パートナーシップ等プログラム開発・実証
事業「航空機開発 DBT（Design Buildup Team）リーダー
シップ養成講座」プロジェクトのキックオフ会議が、８月
７日（金）、豊田講堂第２会議室において開催されました。
　本プロジェクトは、経済産業省が公募する事業に、本学
が管理法人として取りまとめるコンソーシアム（三菱重工

業株式会社、中菱エンジニアリング株式会社、コスモ産業
株式会社）が採択されたもので、中小企業における中核人
材を対象に、航空機国際共同開発に参加し、海外パート
ナーとの連携による共同開発チームにおいて、機体や担当
部位についての仕様、コスト、開発スケジュール等の設定・
管理に関して、英語で討議でき、リーダーシップを発揮で
きる人材を育成してプログラムの開発・実証を目指すもの
です。会議には、コンソーシアムを組む企業のほか、岐阜
県、愛知県、名古屋市、社団法人中部航空宇宙技術セン
ター、川崎重工業株式会社、VR テクノセンター株式会社
から約20名が参加しました。
　最初に社会貢献人材育成本部長である宮田理事から開会
のあいさつがあり、続いて、瀬賀和也中部経済産業局産業
人材政策課長から本プロジェクトに対する期待が述べられ
ました。会議では、実施計画、スケジュール、シラバス等
について説明があった後、活発な意見交換が行われ、多く
の貴重な意見がありました。今後は、今回の会議での意見
を参考にして、ニーズ調査、教材開発、事業の PR 等を行
い、来年度の実証講座の開講と平成22年度以降の自立化の
目途付けを目指します。

　産業技術総合研究所（産総研）との技術交流会が、７月
17日（金）、国際開発研究科オーディトリアムにおいて開催
されました。本交流会は、平成19年に締結された産総研と
の連携・協力協定に基づく活動の一環として行われており、
今回で通算５回目の開催になります。参加者は産総研と本
学関係者を合わせて96名にのぼり、会場はほぼ満席となり

ました。
　まず、北川邦行エコトピア科学研究所副所長から開会の
あいさつがあり、続いて共同研究テーマの紹介が行われま
した。共同研究の発表は、材料分野を中心に、竹内恒博エ
コトピア科学研究所准教授、丹司敬義同教授、日比野高士
環境学研究科教授、菊田浩一工学研究科准教授らが、産総
研の研究者とそれぞれペアを組んで行われ、基礎研究に関
わる研究成果、実用化へ向けて準備中の研究成果など多岐
に渡り、今後の研究にとって意義のある意見が飛び交いま
した。
　終了後の懇親会では、宮田理事のあいさつ、三留秀人産
総研中部センター所長による乾杯の後、交流会だけでは時
間が足りなかった参加者の間で意見交換が活発に行われ、
盛況の内に閉会しました。
　得意分野の技術・研究を互いに補完しながら、産総研と
本学の共同研究等における連携の強化が期待される会とな
りました。

6 名大トピックス◦ No.196

あいさつする宮田理事

会場の様子

ニ
ュ
ー
ス

「航空機開発DBTリーダーシップ養成講座」キックオフ会議を開催

産業技術総合研究所との技術交流会を開催



　平成21年度名古屋大学課長補佐研修が７月30日（木）、31
日（金）の２日間、豊田講堂第１会議室において実施されま
した。
　この研修は、本学の課長補佐、事務長補佐又は専門員に
新たに昇任した職員に対し、業務遂行、組織運営に必要な
管理能力についての基本的な考え方を習得するとともに、
マネジメント能力、ロジカル・コミュニケーションの重要

性について、理解を深めることを目的に実施しているもの
で、今回は24名が受講しました。
　研修は、外部講師による指導のもと、課長補佐に求めら
れる日常行動とその考え方、職場でのコミュニケーショ
ン、課長補佐と業務改善、組織目標等について、グループ
ワークを中心とした実習、討議を通して、積極的な意見交
換を行いました。
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平成21年度課長補佐研修を実施



　カーナビには、リアルタイムの交通情報（VICS
情報）を取り入れ、経路探索時にその渋滞情報
を加味する機種も出てきました。しかし現在の
VICS では、主要な幹線道路に設置された交通セ
ンサーから情報を収集しているので、渋滞情報が
提供されている道路が限られていることが問題で
す。このため、VICS 情報をもとに渋滞している
道路を避けて経路を選択すると、情報未提供でさ
らに渋滞している道路を選択してしまうこともし
ばしばあります。一方、道路の交通情報の収集方
法としては、個々の車をセンサーと考える「プ
ローブカー」を利用する方法が世界的に注目され
ています。プローブ情報は、プローブカーさえ走
ればどんな道路からも様々な情報を得ることがで
きるという大きな長所を持っています。
　交通計画に関する研究を行っている山本俊行准

教授（工学研究科）・三輪富生准教授（エコトピ
ア科学研究所）・私、森川の研究グループでは、
このようなプローブ情報を活用した経路案内シス
テムの研究開発を、総務省の「戦略的情報通信研
究開発推進制度」による資金援助を受け、NEC、
デンソー、トヨタマップマスターらと産学連携で
行ってきました。このコンソーシアムでは、名古
屋都市圏のタクシー会社に協力をいただき、タク
シー約1500台をプローブカーとしてプローブ情報
を収集してきています。
　コンソーシアムで開発した経路案内システム

「PRO-ROUTE」は、プローブ情報を最大限活用
するために、プローブカーによる各リンクの所要
時間を蓄積した「リンク所要時間テーブル」と、
リアルタイムのプローブ情報の両方を活用してい
ます。このため、曜日や時間帯ごとの過去の経験

8 名大トピックス◦ No.196

図１　PRO-ROUTE による推奨経路（赤色）とドライバー経験の経験に基づく経路（青色）の例
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から予測される所要時間に、リアルタイムの混雑
状況を加味した予測型の経路案内を提供すること
ができます。
　平成20年度に、国土交通省自動車交通局の委託
を受け、トラック輸送の CO2排出量削減のための
PRO-ROUTE の有効性の実車実験を実施しまし
た。本実験では、佐川急便株式会社中京支社の全
面的な協力を受け、同社のトラック４台（３トン
車）とベテランドライバー数名を提供していただ
き、いくつかの出発地／目的地ペアに対して、ド
ライバーの経験に基づく経路と PRO-ROUTE が
案内する経路を、それぞれ１台のトラックが同じ
時刻に出発して所要時間や CO2排出量を比較しま
した。出発地／目的地ペアは、約５km の距離で
２ペア、約10km で２ペア、約20km で１ペアの
合計５ペアを選定し、各ペアで往路・復路を約８
回ずつの走行を行い、合計76回の走行比較を行い
ました。図１は、ある10km ペアにおける、PRO-
ROUTE 推奨経路とドライバーの経験に基づく経
路の違いを示したものです。
　走行実験の結果を図２（所要時間）及び図３

（CO2排出量）に示します。所要時間ベースでは、
一番効果の高かった中距離ルート（M1）では約
20％の短縮効果があり、その他のルートでも３～
９％程度の短縮効果が得られました。CO2排出量
ベースでは、最大で18％、その他でも２～８％の
削減効果が観測されました。

　このように、ベテランのプロドライバーの経験
的な最短経路に比較しても、詳細な走行履歴を

データベースとして蓄積し、それに基づく最短経
路案内を利用すると、数パーセントの CO2削減
と運行効率性が得られる可能性が実証されまし
た。「プローブカー」は、車がもたらす環境負荷
などの問題を、車同士の情報提供という助け合い
によって改善できる新しい社会システムというこ
ともできるでしょう。
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図２　所要時間の比較

図３　CO2排出量の比較



大学間交流の拡大をめざして
　名古屋大学工学部・工学研究科では、2009年６
月16日から７月22日までの約６週間、「自動車工
学における先端技術と課題」と題するサマー・プ
ログラム（Nagoya University Summer Intensive 
Program）を行いました。このプログラムはミシ
ガン大学工学部より、両大学間の学生交流をさら
に拡大することを要請されたことがきっかけとな
り、昨年から始めたもので、今年はその２回目と
なります。本学がトヨタ自動車や三菱自動車な
ど世界的な自動車産業の中心地に位置することか
ら、自動車工学の最新技術を紹介するプログラム
としました。また、日本語の学習、日本の文化遺
産見学も内容に組み込みました。本学が世界の協
定校との交流を拡大することを目的としています
が、参加する本学の学生が海外の学生と共に学ぶ
ことにより、英語力とコミュニケーション能力を
向上させ、国際的視野を拡げることも期待してい
ます。

参加学生
　学術交流協定を結んでいる海外の大学と本学の
学生（学部３、４年生と大学院学生）に参加を呼
びかけた結果、海外から30名、本学から19名の参
加がありました。海外の学生の内訳は、アメリカ
25名（ミシガン大学13名、UCLA ９名、南イリ
ノイ大学２名、ケンタッキー大学１名）、イギリ
ス３名（ウォリック大学）、フランス２名（スト
ラスブルグ大学）でした。

自動車工学
　環境と安全をキーワードに、技術革新の著しい
テーマを選び、その最新技術をわかりやすく講義
しました。各テーマについて、自動車関連企業の
研究者と本学の教員がペアを組んで講義するとい
う、ユニークな講義形態をとりました。その講義
内容は以下のとおりです。
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　自動車産業の現状、ドライバ運転行動の観察と
評価、自動車の材料と加工技術、車搭載組み込み
コンピュータシステム、自動車の予防安全、自動
車の衝突安全、自動車における通信技術、自動車
の運動と制御、自動車開発における CAE 活用状
況、自動車における省エネルギー技術、環境にや
さしい燃料と自動車触媒、リサイクル、自動車工
業における生産システム、交通流の制御。
　以上のような最先端の内容がすべて英語で講義
されますので、講師にも、本学の学生にもなかな
か大変な講義です。また、海外の学生は講義中に
活発に質問をするので、本学の学生には良い刺激
となりました。
　講義の理解を深め、また学生間の交流を進める
ため、グループ研究と発表を行いました。この研究
は、各グループが上記の講義の中から、最も興味を
もつテーマを一つ選び、自主研究をして発表する
ものです。短期間ではありましたが、皆、興味深
い内容を発表し、活発な質疑が行われました。
　また、今年の特別イベントとして、米国のゼネ
ラルモータース社から講師を招き、｢ アメリカの
戦後の自動車工業の変遷 ｣ と ｢ 自動車工業におけ
るプログラムマネージメント ｣ について特別講演
を実施しました。
　さらに、講義の理解を深め、自動車産業の現状
を理解するため、日本の代表的自動車関連企業お
よび研究所を見学しました。最新工場生産ライン
や研究施設の見学だけでなく、運転シミュレータ
の体験、電気自動車への試乗などもでき、大変好
評でした。

日本語
　海外の学生には日本語の学習を義務づけまし
た。参加者の一部は日本語の学習歴がありました
ので、初級を２クラス、中級を１クラス設けまし
た。毎日午前中に行う日本語の講義は始めて学ぶ
海外の学生にとって相当ハードな授業でしたが、
皆、学習を楽しんいる様子で、 「町で買い物のと
き言葉が通じた」と喜んでいました。

日本文化見学とホームステイ
　留学生が日本の文化を学び、また日本人学生や
教員との交流を深めるため、名古屋近郊の明治村
の観光と京都観光を行いました。さらに、ボラン
ティアの家庭にお願いし、１泊２日のホームステ
イも実施しました。 
　詳しくは、サマー・プログラム HP（http://www. 
engg.nagoya-u.ac.jp/en/nusip/general-j.html）をご
覧ください。
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　本学教育学部附属高等学校１、２年生から27名
を対象とする「高大連携教育プログラム（短期集
中型）－大学の人的 ･ 物的資源を活用して行う高
等学校教育の改善と活用－」が、教育学部附属学
校協議会の企画により、８月４日（火）から６日

（木）まで２泊３日の間、中津川研修センターにお
いて実施されました。同協議会は、本学の各部局
と附属学校とのより一層の連携強化等を定期的に
協議する機関として，役員会の下に設置された委
員会です。
　一般に「高大連携活動」と呼ばれているものの
多くは、ただ大学教員が高校生に対して授業を提
供するだけの一方向のものに終わりがちですが、
今回の取り組みは、「大学の知」を高校生に経験

してもらい、その中での理解や反応を観察 ･ 分析
することで、高校生の実態を踏まえて高等教育へ
とスムースに接続できるような知的 ･ 身体的な発
達や、意欲 ･ 関心の育成を促す教育活動のあり方
の探究を目指すものです。また、これまでそうし
た教育活動を目指してきた附属高校における教育
の更なる改善だけではなく、大学における推薦入
試ではかるべき能力の特定や初年次教育の開発に
も資するものであり、本学において中等教育と高
等教育にとって双方向性を持った連携活動の実現
を企図するものでもあります。
　今回のプログラムは、「よむ・かく・みる・ふ
れる・ときはなつ」をテーマとして、杉山理事を
はじめとする４名の本学教員が、実技を取り入れ
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「高大連携教育プログラム」で 
教育学部附属高等学校生が「大学の知」を堪能

教育学部附属学校協議会



た講義や実習を担当しました。
　杉山理事が担当した「よむ」では、誰かが表現
しようとした内容を受けとめるには、そこに表現
された情報（文章、音、線、映像、文字、身体表
現など）の特質を充分理解する必要があることを
学び、漫画を素材としたよみとりにチャレンジし
ました。
　戸田山和久総長補佐が担当した「かく」では、
書くことには目的があり、その目的を果たすため
に、効果的な書き方をしなければならないことに
ついて講義で学んだ上で、生徒たちが実習に取り
組みました。
　足立　守博物館教授が担当した「みる・ふれる」
では、中津川の地層や鉱物、植物、動物などの自
然観察を通じて自然をみて、ふれて考えることに
ついて実体験しました。
　島岡　清総合保健体育科学センター教授が担当
した「ときはなつ」では、大小２種類のトレーニ
ング用ボールを用いて、その多様な特性を活かし
た新しいボール運動を３つのグループ毎に創造
し、それを互いに発表し合って、楽しみながら頭
とからだを鍛えました。
　それぞれのテーマに沿って工夫された教材が使
用され、生徒が実際に様々な活動を体験し、発表

を通して活発な討論が行われました。
　生徒による夜の自主企画では、大学教員や附属
学校の卒業生たちを含む討論会が展開されまし
た。今回のプログラムのテーマをふまえて、生徒
が設定した課題「わたしたちのできること」に
ついて、３つのグループに分かれて真剣な討論が
行われ、各グループの代表者からの報告を受けて
大学教員からの発言もあり、大いに盛り上がりま
した。
　また、最終日には ､ 濵口総長の視察もあり、「高
校では学ばないようなことを学んで ､ 自分の中に
どのような可能性があるのか良く探って下さい。」
と励ましの言葉がありました。
　「よむ・かく・みる・ふれる・ときはなつ」と
いうテーマに沿った３日間の様々な企画を通じ
て、生徒たちの興味・関心は大いに促され、大学
で求められる知的 ･ 身体的な能力が高校生の中に
どのように潜在しているのかも見えてきました。
こうした成果は、参加した生徒の事後アンケート
の結果からも十分に読み取ることができました。
このプロジェクトで蓄積した観察データ等を分析
して、中等教育と高等教育の双方の立場から両者
を繋ぐ教育プログラムの開発を進める必要があり
ます。
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　前回に引き続き、平成21年２月に完成しました
医学部附属病院の新外来診療棟について紹介しま
す。
　新外来診療棟では、医学部附属病院という社会
的に重要な医療施設であり、建物の内外装や見栄
えはもとより、計画時の基本方針である信頼性・
安全性の高いシステム、保守管理の省力化、ライ
フサイクルコストの低減、省エネルギー、フレキ
シビリティーを考慮した設備を設置しています。
　まず、空気調和設備について、
冷暖房の混在が予想されたので、
各診療科ゾーン、さらに室内ユ
ニット毎に冷暖房が選択可能な型
とし、患者及び医療従事者の双方
にとって快適となるように、ま
た、効率的な運用ができるよう配
慮しています。また、同じヒート
ポンプ形式であるガスエンジン式

（GHP）と比較して排気ガスや臭
気のない、環境にやさしい機器で
ある電気式ヒートポンプ（EHP）
方式を採用しています。
　次に、換気設備について、外気
を直接建物内に入れるのではな
く、外気処理空調機を用いること

により温度湿度が調節された空気を建物に導入し
ています。また、建物南側にダブルスキンガラス

（ガラス－空気層－ガラス）を採用しており、そ
の空気層はピットより給気し、冷えたピット内の
外気を取り入れることで空気が冷やされ、ガラス
面の日射に対する気温の低減や断熱などの省エネ
ルギー効果を図っています。また、その空気層は
ダブルスキン内で温められ、煙突効果を利用して
上部から屋外に排気される自然換気システムを採
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用しています。
　衛生設備については、隣接する中央診療棟から
引き込んでいます。これは、中央診療棟建設時に
計画しており、後述設備を引き込めるように設計
していたものです。給水は、市水、井水の２系統、
井水については、トイレの洗浄水及び屋上緑化に
使用しています。
　屋上緑化の散水は自動で行われる自動灌水シス
テムを採用し、雨センサーにより雨天時には散水
せず晴天時のみに散水するシステムです。
　電気設備については、手術室や重症処置を伴う
部門の医療機器及び入退室管理・防災設備への電
源供給という特殊事情を考慮して常用系・一般非
常系・防災非常系・無停電電源・直流電源という
５種類の電気方式を採用しています。
　照明器具は Hf 蛍光灯（高周波点灯方式）を主
体とすることで省エネルギー・長寿命に配慮しま
した。トイレには LED 照明と人感センサーを併設
することで更なる省エネルギーを図っています。
　防災関係については、院内では業務連絡・呼出・
BGM・非常放送と多種になるため、防災センター
に防災アンプを新設しました。これにより階別・ス
タッフスペース・共用廊下・診療部等への個別放送
が行えます。また、火災発生時は非常放送が優先
的に放送され、スムーズな避難誘導が行えます。

　防犯関係については、共用部には不特定多数の
人の出入りがあるため主要な通路、エレベータ
ホールの防犯監視として各所21台の防犯カメラが
設置されています。カメラ映像はモニターに表示
され、監視、録画、再生の操作ができます。
　このように、新外来診療棟は、最新技術を多く
取り入れた施設設備により、訪れる方々に快適に
利用していただく環境を整備するとともに、省エ
ネルギーや防災・防犯対策などにも配慮した建物
となっています。
 （施設管理部）
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　樹木はゆっくりと成長するため、眺めているだ
けではなかなか気がつきませんが、周囲長を定期
的に計測するとその成長量を知ることができま
す。また、植物のフェノロジー（生物季節）を観
察すると、劇的に変化する森林の様相をとらえる
ことができます。東南アジア熱帯雨林では、森中
の様々な植物が２～10年に一度だけ一斉に花をつ
け、森がカラフルな色や甘い香り、花を訪れる昆
虫達の羽音に包まれる現象があります。これは一
斉開花と呼ばれ、熱帯林の中でもこの地域だけで
報告されている、非常に興味深い現象です。
　一斉開花はなぜ起こるのでしょうか？　多くの
研究者が一斉開花の謎を様々な角度から解明中で
すが、特に私が注目しているのが、植物と動物の
相互作用からこの謎に迫るアプローチです。大量
の花が咲いた後には果実や種子がたわわに実りま
すが、その多くは成熟過程や地面に落下した後に
動物に食べられてしまいます。しかし、大量の果
実や種子を一度に生産すると、食べられずに健全
なままで生き残る果実や種子、実生（発芽して間
もない幼樹）の割合が高まると考えられます。ま
た、果実や種子の食害者が同じ植物同士で同調し
て果実や種子の生産量を変動させれば、より効果

的に果実や種子の生残率を高めることができま
す。地道な現地調査の結果、熱帯でもたくさんの
種類の種子を食べる動物が多いこと、ある動物が
食べる種子の種類は一斉開花のイベントごとに大
きく変わるという緩やかな生物間相互作用がある
こと、どうやら前述の説明は成り立ちそうである
ことが分かってきました。他にも、花粉媒介者と
の関わり合いに着目した仮説もありますが、一斉
開花が起こる間隔は長いため、仮説の検証には長
期間におよぶ野外データが不可欠で、現在も継続
調査中です。
　メカニズムについては開花を引き起こす因子に
関する説明があり、これまで低温説が有力とされ
てきましたが、長期間のデータを丁寧に解析して
みると乾燥説が浮上してきました。そこで、多分
野の研究者と協力して、降水を遮断することで乾
燥条件を作り出す野外実験をしたところ、樹木の
開花を誘導することに成功しました。しかし、開
花しなかった樹木もあったため、貯蔵資源などの
他の要因も複雑に絡むことが考えられます。森林
の動きはまだまだ謎だらけですが、じっくりと紐
解いていきたいと思います。
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　大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センターは、
７月２日（木）、経済学部第１会議室において、国際フォー
ラム「イスラム金融・会計・監査」を開催しました。
　同フォーラムは、経済学部同窓会である社団法人キタン
会の支援を受けて開催している国際学術シンポジウムの連
続フォーラムの一環として行われているものです。

　今回は、イスラム金融の専門家であり、実務経験も
豊富な、ムハンマド・ムダ マレーシア イスラム科学
大学（USIM）副学長及びアジア会計学会元会長である
ムスタファ・ハネファ同大経済及びイスラム経営学部長を
講師に招き、東アジアにおけるイスラム金融の拠点となっ
ているマレーシアのイスラム金融及びイスラム会計基準の
現状と課題に関する講演が行われました。
　マレーシアでは、従来型の金融とイスラム金融が併存し
ており、会計基準についても、国際会計基準、自国の会計
基準、そしてイスラム会計基準を組み合わせて運用してい
ます。イスラム金融では、利息の授受が禁止され、また、
投資対象も制約を受けるため、金融商品の設計・運用に関
し、教義との整合性をチェックするイスラム監査も重要に
なります。
　我が国でも、昨年、銀行にイスラム金融子会社の設立を
可能にするための法改正が行われるなど、イスラム金融
は、今後の展開が期待される分野となっていることから、
今回のセミナーが、我が国におけるイスラム会計・監査研
究の呼び水となることが期待されます。

　法学部は、７月18日（土）、豊田講堂において、同学部創
立60周年記念行事として、記念式典及び記念講演会を開催
しました。
　記念式典は、杉浦同学部長の式辞に始まり、濵口総長及
び日本ガイシ株式会社代表取締役会長である柴田昌治同学
部同窓会理事長のあいさつがあり、続いて、永山賀久文部

科学省高等教育局国立大学法人支援課長により、德永　保
同局長の祝辞が代読された後、松永榮治名古屋高等検察庁
検事長、細井土夫愛知県弁護士会会長から祝辞が述べられ
ました。その後、「名古屋大学法学部60年の歩み」と題し
たビデオが上映されました。
　引き続き、同学部の卒業生である宮川光治最高裁判所判
事が、「裁判員制度はじまる－期待と展望－」と題した記
念講演会を行い、今年５月に始まった裁判員制度につい
て、わかりやすく解説するとともに、出席者からの質問に
対し的確に回答し、約800名の参加者は、熱心に聞き入っ
ていました。
　講演会終了後、法学部同窓会総会が開催され、杉浦同学
部長から、「名古屋大学法学部の活動への協力」について、
原田　隆同学部同窓会副理事長から、「2007年度、2008年
度決算」について報告等がありました。
　引き続き行われた祝賀会では、同窓生、関係者ら約160
名が出席し、留学生によるパフォーマンスもある中、大盛
況のうちに閉会しました。
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国際フォーラム「イスラム金融・会計・監査」を開催
●大学院経済学研究科

法学部創立60周年記念行事を開催
●法学部



　大学院多元数理科学研究科は、８月５日（水）から７日
（金）の３日間、理学部１号館において、平成21年度数学ア
ゴラ（夏季集中コース）を開催しました。
　これは、研究者として第一線で活躍する講師たちが、高
校生や高校教員を対象に、最新の研究成果を交え、数理科
学について語るもので、20年以上前から続く歴史ある公開
講座です。今回は、高校生60名、高校教員23名、計83名の
参加者がありました。
　集中コースでは、稲濱　譲多元数理科学研究科准教授に
よる「コイン投げの確率論」、齊藤 博同研究科准教授の「射
影平面で遊ぶ」、森吉仁志同研究科教授による「π の幾何
学」の３講義が行われ、参加者は熱心に聞き入っていまし
た。また、理学部数理学科の学部学生６名が、ティーチン
グアシスタントとして参加し、参加者との間で活発な質疑
応答が行われました。

　大学院医学系研究科は、８月７日（金）、医学部附属病院
において、東海がんプロフェッショナル養成プラン平成21
年度講演会を開催しました。
　今回は、「希望としてのがん看護　M．ニューマン理
論に基づくナースの寄り添い」と題し、がん看護に造
詣の深い遠藤恵美子武蔵野大学看護学部教授による講演
が行われ、マーガレット・ニューマンの「拡張する意識
としての健康」の理論について、Wholeness （全体性）、
Partnership（関係性）、Process（プロセス重視）をキーワー
ドに、患者、家族と看護師の相互浸透作用が生み出す寄り
添いについて事例を含めた紹介がありました。看護理論を
臨床現場で活かすことを目的に、県内外の看護師、医師、
薬剤師、学生、その他コメディカルを含む186名が参加し
ました。

　大学院医学系研究科は、７月26日（日）、名古屋市内のホ
テルにおいて、東海がんプロフェッショナル養成プラン平
成21年度第１回合同セミナーを開催しました。がんプロ
フェッショナル養成プランは、大学教育の活性化を促進
し、今後のがん医療を担う医療人の養成推進を図ることを
目的とした文部科学省のプログラムで、同プランは、東海
地区の大学間連携による共同プログラムとして平成19年度
に採択されました。
　今回は、「世界標準の化学療法を目指して」と題し、が
ん医療の第一線で活躍している講師による講演が行われ、
がん化学療法に関する総論や各論の幅広い知識の習得を目
的に、県内外の医師、薬剤師、看護師を含む120名の参加
がありました。
　世界標準のがん医療を実践できるがんの専門医やコメ
ディカルを養成し、東海地域のがん医療の向上を目的とし
て今後も活動を行います。
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講義する森吉教授
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平成21年度「数学アゴラ」
夏季集中コースを開催
●大学院多元数理科学研究科

東海がんプロフェッショナル養成プラン
平成21年度講演会を開催
●大学院医学系研究科

東海がんプロフェッショナル養成プラン
平成21年度第１回合同セミナーを開催
●大学院医学系研究科



　大学院国際開発研究科は、７月31日（金）から８月３日
（月）までの４日間、国際開発研究科サテライトラボにおい
て、平成21年度公開講座「コーパスを利用した言語研究の
ためのテキスト処理入門」を開催しました。
　最近は、テレビ・ラジオの語学番組、辞書編纂、学習書
などでも利用されることが増え、研究・教育関係者以外に

も知られるようになってきたコーパス（電子化された言語
資料）ですが、コーパスを利用した研究・教育の基礎とな
るテキスト処理の技術を体系的に学ぶ機会が少ないのが現
状です。同講座は、言語研究・言語教育にコーパスを利用
しようと考えている学生、研究者、教師に向けて、大学院
の授業を公開するもので、今回は、土・日曜日を含む夏期
集中形式の講座であったため遠方からも参加しやすく、北
は群馬から南は徳島・島根まで、また、海外は台湾から、
大学教員を中心に、20代の大学院学生から名誉教授まで、
幅広い層から21名の参加がありました。
　参加者は、書籍からはなかなか習得が難しいテキスト処
理と統計処理の知識と技術を、実習を中心に学びました。
実習では同研究科の大学院学生による補助が好評で、アン
ケートには、「大学院生などのサポーターの方々も親切で
必要なサポートを得られた」など、学生の知識・技術だけ
でなく教え方についても高く評価する声が多く寄せられま
した。

　大学院工学研究科創造工学センターは、８月３日（月）、
IB 電子情報館10階の同センターにおいて、平成21年度第
１期高大連携・ものづくり公開講座を開催しました。
　同講座は、学生を対象とする「ものづくり公開講座」の
一部を一般の方々に開放し、夏休み期間に実施しているも
ので、高校生に「ものづくり」の楽しさを知ってもらうと

ともに、工学への興味をもってもらうことを目的としてお
り、今回は、電子回路工作コースで「テルミン」を、機械
工作コースで「スターリングエンジン」を製作しました。
　電子回路工作コースでは、実習の前に、松村年郎工学研
究科教授による特別講義「テルミンの原理を学ぶ」があり、
次いで、技術職員から、テルミンの回路・電子部品の説明
や、はんだ付けの実習指導、テルミンの模範演奏が行われ
ました。その後、テルミンを製作し、動作を確認した後、
演奏指導が行われました。
　また、機械工作コースでは、実習の前に、山下博史工学
研究科教授による特別講義「大切なエネルギーを大事に使
おう」があり、次いで、技術職員からエンジンの歴史とし
くみ、エンジン設計の勘どころ、エンジンの作り方の説明
がありました。その後、機械工作室で、スターリングエン
ジンの組み立てを行った後、実習工場の見学や創造実験室
での技術相談等が行われました。
　同講座の「もの」を作るだけでなく、動作原理を分かり
やすく説明しているところが、引率の先生にも好評で、今
後も、高大連携を進めるため継続して開催していく予定で
す。
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「コーパスを利用した言語研究のためのテキスト処理入門」を開催
●大学院国際開発研究科

平成21年度第１期高大連携・ものづくり公開講座を開催
●大学院工学研究科



　大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セン
ター東郷フィールドは、７月25日（土）、同フィールド農業
館において、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、「食糧について考える」をテーマと
した講演会の第２回を開催しました。
　今回は、槇原大悟農学国際教育協力研究センター准教授
が「アフリカにおける農業生産の現状と課題」と題して、
急増するアフリカの人口を養うためには、農業技術の改善
や新品種の導入などによって、食料を増産しなければなら
ない現状を紹介し、特に重要である米を増産するための取
り組みについて分かりやすく解説しました。
　講演後は、高校生を含む一般の方々を中心にとした30名
を超える参加者から質問が相次ぎ、参加者は、アフリカの
農業の現状を深く理解した様子でした。

　工学部は、８月４日（火）、名古屋港、IB 電子情報館等
において、テクノサイエンスセミナー「便利で安全なくら
しを支える技術へのいざない」を開催しました。
　このセミナーは、高校生を対象に、最先端の研究に触れ、
実験を通して大学の研究者と交流する中で、科学技術の面
白さを肌で感じ、工学に対して新たな興味を持ってもらう
ことを目的に、平成８年度から開催しているもので、今年
は、12の高等学校から15名の高校生が参加しました。
　参加者は、午前中、船で名古屋港周辺の名港トリトン、
高潮防波堤等を見学した後、伊勢湾台風による被災から50
年の歳月をかけて復興してきた名古屋港周辺の様子を観察
しました。その後、本学に戻り、「アーチ橋の強さの秘密」
などのテーマ毎に分かれ、身近な話題から最先端の研究分
野まで様々な話題について、講義や実験を体験しました。
参加者は、担当教員や大学院学生のアドバイスを受けなが
ら実習を体験することによって、工学を学ぶ面白さを体感
したようでした。

　工学部は、７月31日（金）、同学部電気電子・情報工学科
の各実験室等において、テクノフロンティアセミナー「触
れてみよう、電子と情報の最先端に」を開催しました。
このセミナーは、電気電子・情報分野の最先端の研究を直
接体験し、工学の面白さを理解してもらうことにより、近
年の若年層の理工系離れを少しでも解消することを目的
に、毎年この時期に、高校生を対象に開催しているもので、
今年は東海地方を中心に15の高等学校から42名の高校生が
参加しました。
　参加者は、「電子ブロックで体験する物理と研究最前
線」、「太陽電池でエコ発電」など６つの実験課題の中から
各自が選んだ課題について、同学科の教員や大学院学生の
アドバイスのもと、試行錯誤を繰り返しながらも、熱心に
製作・実験に取り組みました。参加者は、教員や大学院学
生との交流や大学施設の利用を通じて、大学生活を実感で
きたようでした。
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地域貢献特別支援事業「都市近郊の 
農業教育公園」第２回講演会を開催
●大学院生命農学研究科

テクノサイエンスセミナーを開催
●工学部

テクノフロンティアセミナーを開催
●工学部



　遺伝子実験施設は、７月18日（土）、小・中学生とその保
護者を対象に、第８回 Jr. サイエンス教室「遺伝子を見て
みよう」を開催しました。
　この教室は、子どもたちが DNA や細胞にふれる機会を
作り、その中から科学する心や、遺伝学、バイオサイエン
スなどに対する関心を育ててもらおうという趣旨で行われ

ているもので、今年で８回目になります。今回も多数の参
加希望がありましたが、抽選などで選ばれた小・中学生19
名と保護者10名、合わせて29名が参加しました。
　参加者は、まず、職員から遺伝や DNA に関する簡単な
説明を受けた後、顕微鏡で、タマネギの表皮細胞や根端細
胞などを観察しました。実際に核や染色体を見るのは初め
てという参加者が大部分で、顕微鏡を覗くのが楽しくてた
まらない様子でした。続いて、野菜のブロッコリーから実
際に DNA を抽出するという実験に挑みました。２人１組
となり、大きな乳鉢を使ってブロッコリーをすりつぶし、
その濾液に試薬を加えるなど、１時間程度の作業の後、エ
タノールを注いだ試験管の中から DNA の白い繊維が現れ
ると、あちらこちらで歓声が上がりました。参加者からは、

「DNA を実際に自分の目で見て感動した」という声や、「本
で見た DNA の形とは違う」等々、思い思いの感想が聞か
れました。
　最後に修了式が行われ、石浦同施設長より、一人ひとり
に修了証書と記念品が手渡されました。

　生物機能開発利用研究センターは、８月１日（土）、２日
（日）の２日間、 公開実験講座2009「バイオサイエンス・バ
イオテクノロジーを体験する」を開催しました。同講座は、
毎年、一般の方々にバイオテクノロジーの一端を体験して
もらうことで、バイオサイエンスに関する理解を深めても
らうことを目的に開講しています。

　今年の実験講座には、高校生、大学生及び社会人の計14
名が参加し、「コメの食味と DNA」、「自分の遺伝子を見
てみよう」、「細胞を光らせてみよう」と題した３つのコー
スに分かれて実験に取り組みました。
　参加者は、初めて見る実験器具や装置に興味を持ち、講
師やティーチングアシスタントの指導を受けながら理解を
深め、熱心に実験に取り組みました。
　終了後のアンケートでは、「最先端技術の見学や実際に
それらを使用して実験ができた」、「高校では学べないよう
な実験ができ、大学では、どのようなことをやっているの
かを聞けた」、「是非続けてほしい」などの声が多く聞かれ、
好評を得ました。
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第８回 Jr. サイエンス教室「遺伝子を見てみよう」を開催
●遺伝子実験施設

公開実験講座2009「バイオサイエンス・バイオテクノロジーを体験する」を開催
●生物機能開発利用研究センター



　附属図書館は、８月５日（水）から７日（金）の３日間、国
立情報学研究所（NII）との共催により、平成21年度学術
ポータル担当者研修を実施しました。
　６回目となる今年度は、「機関リポジトリの構築」をテー
マに、研究機関が研究成果等を保存・公開するための電子
アーカイブである「機関リポジトリ」を企画・立案・運用

する職員にとって必要な知識を身につけることを目的とし
て開催しました。
　研修プログラムの作成には、NII の学術機関リポジトリ
構築連携支援事業の委託事業として活動する連携組織であ
るデジタル・リポジトリ・フェデレーション等が協力し、
全国の国公私立大学から集まった29名の参加者は、仮想の
大学のプロジェクトチームとして、大学上層部や研究者に
プレゼンテーションを行うという想定で、グループごとに
機関リポジトリ構築のプランニング実習を行いました。
　システム概論などの講義、著作権処理やメタデータ作成
の実践的演習の後、最終的なプレゼンテーション資料を作
成した受講者は、教授会や理事会メンバーに扮した講師陣
を前にしたロールプレイ形式の発表会に臨み、講師からの
厳しい質問にも見事に回答していました。
　研修期間を通じ、講師陣を含めて、全国各地で機関リポ
ジトリの構築・運用を担う者同士の連帯感が生まれ、人的
連携といった面でも、機関リポジトリの構築・運用を推進
する実践的研修となりました。

　博物館は、７月25日（土）、26日（日）の両日、岐阜県七
宗町にある日本最古の石博物館との共催で、「ミクロの探
検隊 in 七宗」を開催しました。これは、株式会社日立ハ
イテクノロジーズの協力を得て、小型の走査型電子顕微鏡
を使った自然観察会で、25日は中学生16名、26日は小学生
13名が参加しました。参加者は、セミの抜け殻や貝の化石

などを実体顕微鏡で30倍ほどに拡大して観察した後、日立
ハイテクノロジーズの上村　健氏の指導のもと、トンボの
目、ユリの花粉、髪の毛などを電子顕微鏡で観察し、最後
に、各自の撮った電子顕微鏡写真を確認しました。修了証
を受け取った参加者からは、来年もこうしたイベントがあ
ればぜひ参加したいとの声が聞かれました。
　また、８月６日（木）、「第18回ミクロの探検隊～ムシっ
てどんなに見えるかな？～」を開催し、小学５年生から中
学２年生までの抽選で選ばれた18名が参加しました。
　参加者は、実体顕微鏡でムシの体のつくりの違いを観察
した後、電子顕微鏡の試料台に切り出したムシの体の一部
を貼り付け、観察及び撮影をしました。最後に、各自で撮
影した写真を披露しました。撮影した電子顕微鏡写真はポ
ストカードとして持ち帰ることができ、よい思い出の品と
なったようです。
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ムシを観察する参加者
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平成21年度学術ポータル担当者研修を実施
●附属図書館

「ミクロの探検隊」を開催
●博物館



記事 月日 新聞等名

1 伊丹健一郎理学研究科教授らのグループは市販の薬品を用いて「最短」のカーボンナノチューブを化学合成するこ
とに成功

� 7.15（水） 朝日（夕刊）
� 7.16（木） 中日（朝刊）

他２社

2 未来へ伸ばせナノファイバー（15）：篠原久典理学研究科教授は「カーボンナノチューブの構造は整っているが高
分子ナノファイバーは不規則。制御する大きさも違うし親戚といったほうがよい」と話す

� 7.16（木） 日刊工業

3 学務部入試課は「今は新型インフルエンザの感染はかなり落ち着いた印象があるが気が抜けない。オープンキャン
パスはせっかく大学を知ってもらうよい機会なので無事に開催したい」と話す

� 7.16（木） 日経（朝刊）

4 本学発のベンチャー企業、東京大学および豊田市が協力し ｢日本再発進！若者よ田舎をめざそうプロジェクト」を
始め、農業に意欲のある若者を募集する

� 7.16（木） 毎日（朝刊）

5 浦野莉穂さん教育学部附属高等学校１年生を始めとする12人の高校生がジブラルタ生命から留学奨学金を受け取る � 7.16（木） 中日（朝刊）

6 本学の研究者や食品関連企業などで作る管理法人「NPO東海地域生物系先端技術研究会」が産学連携による人材育
成事業を始める��松本哲男農学国際教育協力研究センター教授が育成事業の中心となり、福島和彦生命農学研究科
教授が事業のプロジェクト・コーディネーターを務める

� 7.17（金） 読売

7 財満鎭明工学研究科教授はシリコン超々大規模集積回路の重要性と高性能化の課題について解説する � 7.17（金） 日刊工業

8 高橋英夫医学系研究科准教授は大雪山系10人死亡の遭難事故に関して、低体温症への対応方法などを解説した上で
「天候などを予想して行動することが一番大事」と話す

� 7.17（金） 中日（夕刊）

9 須藤雄気理学研究科准教授らの研究グループは細菌が緑色の光を感知するメカニズムを解明 � 7.19（日） 中日（朝刊）

10 私の視点：竹内弘行本学名誉教授「定年仮農」について語る � 7.19（日） 朝日（朝刊）

11 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授はマイケル・ジャクソンと仮想現実について語る � 7.19（日） 中日（朝刊）

12 本学と愛知県がんセンターは共同で、人のがんウィルスが細胞のがん化を防御しているたんぱく質を分解してしま
う仕組みを解明

� 7.20（月） 中日（朝刊）

13 新美輝幸生命農学研究科助教らのグループは「生物農薬」となることが期待される羽のないテントウムシを作り出
すことに成功

� 7.22（水） 中日（朝刊）
他３社

� 7.26（日） 読売

14 現代日本誤百科（104）：怒りに「言葉を震わせる」町田 健文学研究科教授 � 7.22（水） 中日（朝刊）

15 本学東山キャンパスで日食の観察会が開かれ、参加した斎藤哲郎さん本学学生は「見られてよかった。太陽と月と
地球が並ぶ日時を計算できるのもすごい」と話す 

� 7.22（水） 中日（夕刊）

16 地球を守る：本学と提携し、製造過程の資源やエネルギーロスを削減するマテリアルフローコスト会計を導入した
企業の取り組みが紹介される

� 7.23（木） 日刊工業

17 本学や日本学術会議などが主催する市民講座「生き物の中で働く金属」開催：25日 � 7.23（木） 中日（朝刊）

18 現代日本誤百科（105）：「やおら」話しかけられる 町田 健文学研究科教授 � 7.23（木） 中日（朝刊）

19 安藤雄一医学部附属病院准教授は、抗がん剤の個別化治療に関して「検査で酵素の働きが弱めだと分かれば、他の
情報とあわせて薬の量を減らしたり、使用自体をやめたりすることを考える」と話す

� 7.24（金） 朝日（朝刊）

20 本学など62校は文部科学省大学研究支援事業の対象として採択される � 7.24（金） 中日（朝刊）

21 本学はリクルートの調査で東海地方の高校生の「志望したい大学」の１位となる � 7.24（金） 読売

22 本学、名古屋工業大学および産業技術総合研究所はナノテクノロジーでの連携において文部科学省知的財産ポート
フォーリオ形成の新事業として採択される

� 7.24（金） 日刊工業

23 ポスドクの就職支援で成果を上げている本学の活動が紹介され、河野 廉社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成
センター特任教授は「博士が就職できないのは社会の損失」と語る

� 7.24（金） 朝日（夕刊）

24 名大観世会は第１回全国学生能楽コンクールに参加する � 7.25（土） 中日（夕刊）

25 国際シンポジウム「世界に向けて：コスプレの影響と日本での捉え方」開催：３日 坪井秀人文学研究科教授が司
会、松下千雅子国際言語文化研究科准教授がパネリストを務める

� 7.25（土）
� 8.� 8（土）

読売

26 本学は2011年秋から海外からの留学生を対象とした全講義が英語で行われる11コースを学部と大学院に新設する � 7.26（日） 中日（朝刊）

27 書評：「クラゲの光に魅せられて」下村 脩本学特別教授著 評・池内 了本学名誉教授 � 7.26（日） 読売

28 伊丹健一郎理学研究科教授らカーボンナノチューブの「シクロパラフェニレン」を任意の直径で合成する技術を確立 � 7.27（月） 日刊工業

29 経済学部の「グローバル人材育成プログラム」が紹介され、担当の西村�眞経済学研究科教授は「現場の人が言うの
と教員が言うのとでは説得力が違う。企業の現場を知ることは経済理論を学ぶ手助けにもつながる」と話す

� 7.27（月） 朝日（夕刊）

30 本学は文科省がまとめた昨年度の大学別特許収入の多さで東大に次ぐ２位となる � 7.28（火） 日刊工業

31 未来へ伸ばせナノファイバー（17）： 金属原子を入れたフラーレンを内包したカーボンナノチューブ（CNT）「ピーポッド」
を使って研究する篠原久典理学研究科教授は「CNT の内部はどんな装置でもできない特殊な現象がおこる」と話す

� 7.28（火） 日刊工業

32 現代日本誤百科（107）：「可能性は無限だ」町田 健文学研究科教授 � 7.29（水） 中日（朝刊）

33 現代日本誤百科（108）：「等身大」のメッセージ 町田 健文学研究科教授 � 7.30（木） 中日（朝刊）

34 本学などの研究チームは氷河湖の決壊で大洪水の危険が高まるブータン王国で被害防止のため３年計画の現地調査
を開始する

� 7.30（木） 朝日（夕刊）

35 この人：アジアから初めてOECDの「生物多様性の経済的側面作業部会」の副議長に就任した林 希一郎エコトピ
ア科学研究所教授が紹介される

� 7.31（金） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

36 上出洋介本学名誉教授は７月22日東京のプラネタリウム「満天」で行われた皆既日食スペシャルイベントにゲスト
として参加 日食について解説する

� 8.� 2（日） 読売

37 現代日本誤百科（109）：「人の身に立つ」町田 健文学研究科教授 � 8.� 3（月） 中日（朝刊）

38 現代日本誤百科（110）：日中いったん「止み間」がある 町田 健文学研究科教授 � 8.� 4（火） 中日（朝刊）

39 吉田久美情報科学研究科准教授らのグループ 赤いつぼみから青い花が咲くソライロアサガオの開花と色の変化の
詳細な仕組みを解明 

� 8.� 4（火） 朝日（朝刊 �
大阪版）

40 「テクノ・フェア名大2009」開催：９月４日 社本英二工学研究科教授、磯部健一医学系研究科教授が講演 � 8.� 5（水） 日刊工業

41 「ヒメボタルサミット in 愛知」開催：８日 大場裕一生命農学研究科助教が講演 � 8.� 5（水） 中日（朝刊）

42 現代日本誤百科（111）：衆院の解散は「未知数」町田 健文学研究科教授 � 8.� 5（水） 中日（朝刊）

43 本学、東京大学および気象研究会共催で「21世紀気候変動予測革新プログラム」の公開シンポジウム開催：27日��
坪木和久地球水循環研究センター准教授が海洋研究開発機構特任上席研究員�杉 正人氏とともに「温暖化で台風は
どうなる？」のテーマで講演

� 8.� 5（水） 日刊工業

44 訃報：栁田則之本学名誉教授 � 8.� 6（木） 朝日（朝刊）
他２社

45 「原爆の日」をむかえ、沢田昭二本学名誉教授は自身の被爆体験からも核兵器廃絶に対する科学者の責任を訴える � 8.� 6（木） 中日（朝刊）

46 本学とクレステックは法務省からの受託で法律の翻訳文を整理したデータベースを作成 それを元に日英対照文を
掲載した専用サイトが企業に有効活用される

� 8.� 6（木） 日経（夕刊）

47 中村俊夫年代測定総合研究センター教授は14C 年代測定の精度の向上について「10年前の知識ではもう理解できな
い」と語る 今後は国立歴史民族博物館が作成してきた日本列島の「歴史の物差し」データベースに本学のデータを
加えた日本の標準補正ソフトを作る計画が進む

� 8.� 6（木） 朝日（夕刊）

48 経済教室：家森信善経済学研究科教授は立命館大学准教授�小倉義明氏とともに、地域、中小企業の金融について論
説する

� 8.� 7（金） 日経（朝刊）

49 本学は文部科学省の「国際化拠点整備事業（グローバル30）」の2009年度分に採択され、ウズベキスタンに海外拠
点を設置する

� 8.� 7（金） 日刊工業

50 本学と名古屋市医師会は７月からインターネットサイトで「初期患者誘導システム」の運用を開始 秋までに携帯電
話用サイトも立ち上げる予定 開発責任者の杉浦伸一医学部医療システム管理学寄附講座准教授は「全国に広げた
い」と話す

� 8.� 7（金） 日経（夕刊）

51 ７月18日に開催された中日新聞健康セミナー「知っていますか『B型肝炎』」の内容が紹介される 片野義明医学部
附属病院講師が講演

� 8.� 7（金） 中日（夕刊）

52 フォーラム「伊勢湾台風50年 あの日を忘れない」開催：９月１日 杉山範子環境学研究科助教がパネリストとして参加 � 8.� 8（土） 中日（朝刊）

53 愛知県立図書館特別企画・講演会「地球温暖化で日本の雨と雪はどう変わるか？」開催：８日 安成哲三地球水循環
研究センター教授が講演

� 8.� 8（土） 中日（朝刊）

54 現代日本誤百科（113）：「奇特な鳥獣」町田 健文学研究科教授 � 8.10（月） 中日（朝刊）

55 名古屋市市議会議員の事務所で就業体験として衆議院選挙の運動に取り組む内山裕幾さん本学大学院生は「立候補
予定者らの懸命な姿を間近で見て選挙は人生を懸けた戦いなのだと実感した」と話す

� 8.10（月） 読売

56 現代日本誤百科（114）：「足下」をすくわれる 町田 健文学研究科教授 � 8.11（火） 中日（朝刊）

57 春名幹男国際言語文化研究科教授は自民党、民主党のマニフェストに対して「外交・安保全般を見渡す理念がない」
と語る

� 8.11（火） 中日（朝刊）

58 現代日本誤百科（115）：「ガッツリ」町田 健文学研究科教授 � 8.12（水） 中日（朝刊）

59 田所敬一環境学研究科准教授は11日の駿河湾沖で発生した地震を教訓に東海地震への備えについて改めて「どう対
応するか考える必要がある」と話す 

� 8.12（水） 日刊工業

60 訃報：中野藤生本学名誉教授 � 8.13（木） 赤旗

61 巽 和行物質科学国際研究センター長は国際純正・応用化学連合の次期副会長に選出される � 8.13（木） 日刊工業

62 現代日本誤百科（116）：「リベンジ」町田 健文学研究科教授 � 8.13（木） 中日（朝刊）

63 本学は2011年度に航空機の設計技術教育を専門とする研究センターを新設 経済産業省、宇宙航空研究開発機構お
よび地域の航空関連企業などと連携し航空機の設計開発を担う人材を育成する

� 8.14（金） 日経（朝刊）

64 訃報：長谷川正安本学名誉教授 � 8.14（金） 朝日（朝刊）
他５社

65 世界ハートの日「名古屋の集い」開催：９月６日 碓氷章彦医学系研究科准教授、因田恭也医学部附属病院講師が
講演

� 8.15（土） 中日（朝刊）

66 学徒動員を経験した諏訪兼位本学名誉教授の検閲を受けずにすんだ当時の日記の内容が紹介される � 8.15（土） 中日（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

８月４日（火）～10月３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 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第17回博物館企画展
「水辺の宝石　トンボ 

 ～東海昆虫保存会コレクション展～」

８月18日（火）～10月15日（木）
（祝日を除く毎週火・木曜日）
場　　所：経済学部第２講義室
時　　間：18：00～19：30
参 加 費：9,200円
定　　員：200名
※申込終了

［問い合わせ先］
研究協力部社会連携課
「公開講座」係　052-788-6144

平成21年度名古屋大学公開講座
テ ー マ：「だいじょうぶか！　安全・安心で持続可能な社会をめざして」

９月12、19日、10月10、17日（各土曜日）
場　　所：第４体育館（柔道場）
時　　間：14：00～16：00
参 加 費：無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
工学研究科　瓜谷　章教授　052-789-3797

柔道寝技教室
内　　容：�高専柔道で培われた三角絞や各種返し技等の高度な寝技テクニック、立ち

技から寝技への移行技について講習を行います。
指 導 者：二村雄次（本学柔道部師範、本学名誉教授）、
　　　　　小川明男（本学柔道部監督）

９月19日（土）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：30～15：45
定　　員：約100名

［問い合わせ先］
先端医療推進機構事務局　052-719-1853

先端医療ヘルスケアセミナー　第３回
講演題目：「痛みと天気、その不思議な関係」
講 演 者：佐藤　純（環境医学研究所准教授）
講演題目：「骨粗しょう症、リウマチ、関節痛について」
講 演 者：岩田　久（本学名誉教授）

 ９月26日、10月10、31日、11月28日、
12月５、19日、2009年１月23日、
 ２月６、20日（各土曜日）
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」
講演題目：「日本のモノづくりは何処へ向かう？」（９／26）
講 演 者：山田基成（経済学研究科准教授）
講演題目：「脳卒中医療とリハビリテーション」（10／10）
講 演 者：水野正明（医学系研究科准教授）

９月26日（土）
場　　所：東郷町役場２階大会議室
時　　間：14：00～16：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
附属フィールド科学教育研究センター
事務掛　0561-37-0210

生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター
東郷フィールド　第４回農場講演会
講演題目：「食糧問題と地域農業、そして地産地消」
講 演 者：竹谷裕之（本学名誉教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

９月28日（月）～10月１日（木）
場　　所：理学部１号館509号室

［問い合わせ先］
多元数理科学研究科
杉本　充教授　052-789-2544

第９回名古屋国際数学コンファレンス
テ ー マ：「調和解析と偏微分方程式」
内　　容：�多元数理科学研究科の国際交流活動の一環として、７カ国10名の外国人研

究者を招へいし、60名規模で開催する。

９月29日（火）
場　　所：全学教育棟２階 S20講義室
時　　間：13：00～17：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
研究所事務部総務課　052-789-5263

地域連携融合研究事業 
「人間と自然の調和をめざす愛知・水循環エコシステムの創成」 

研究成果発表会

10月２日（金）～30日（金）
場　　所：中央図書館４階展示室
時　　間：９：30～17：00
　　　　　（日曜・祝日は閉室）
参 加 費：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2009年秋季特別展
「学校沿革史は語る 

 －近代日本の中等学校と名古屋大学の前身校－」
講 演 会（10／３）
　時　　間：13：00～15：30
　場　　所：中央図書館５階多目的室
　講演題目：「名古屋帝国大学の創立と近代日本の中等教育」
　講 演 者：佐々木　享（本学名誉教授）
　展示解説：吉川卓治（教育発達科学研究科准教授）

10月６日（火）～12月８日（火）（毎週火曜日）
場　　所：国際開発研究科８階
　　　　　多目的オーディトリアム
時　　間：18：30～20：00
定　　員：最大50名程度
参 加 費：3,000円（教科書代）
※申込終了

［問い合わせ先］
国際開発研究科　伊東早苗准教授
E-mail�ito@gsid.nagoya-u.ac.jp

国際開発研究科公開講座
「グローバリゼーションと開発」
内　　容：�20世紀に人類は貧困問題を解決し得なかった。経済活動の

グローバリゼーションは貧富の差を拡大し貧困削減を妨げる
のか、それとも社会変革をともないながら貧困削減に寄与する
のか。グローバリゼーションの光を享受し、影を避けるために
は何が必要なのか。国際開発研究科の教員がそれらに示唆を提
供します。�

10月13日（火）～12月26日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
入場料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第18回名古屋大学博物館企画展
「剥ぎ出しの地球～南極大陸」

10月16日（金）、11月７日（土）、
12月４日（金）
場　　所：文系総合館
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：13：00～
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
星野幸代准教授　052-789-4875

「台湾文化の現在」
連続講演会とシンポジウム
テ ー マ：「日台クイア映画の現在」（10／16）
パネラー：張　小虹（台湾大学教授）ほか
講演題目：「台湾セクシュアル・マイノリティ文学」（11／７）
講 演 者：垂水千恵（横浜国立大学教授）
講演題目：「台湾現代小説における身体政治と青春像」（12／4）
講 演 者：梅　家玲（台湾大学教授）
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表紙

学生が憩う全学教育棟中庭
（平成21年６月12日）

イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月17日（土）
場　　所：豊田講堂
時　　間：13：00～15：50

［問い合わせ先］
総務部秘書課　052-747-6459

創立70周年（創基138周年）記念式典・ 
記念フォーラム・祝賀会
◇記念式典（13：00～13：50）
◇記念フォーラム（14：00～15：30）
　テ ー マ：「名古屋大学を語る」
　パネリスト：益川敏英（本学特別教授）、
　　　　　　松本正之氏（東海旅客鉄道㈱代表取締役社長）、
　　　　　　宮池克人氏（中部電力株式会社代表取締役副社長執行役員）、
　　　　　　石黒不二代氏（ネットイヤーグループ㈱代表取締役社長兼 CEO）、
　　　　　　濵口道成（本学総長）
　進　　行：丹野みどり（中部日本放送株式会社アナウンサー）
◇名古屋大学基金銘板除幕式（15：40～15：50）

10月17日（土）～12月26日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第19回名古屋大学博物館企画展
「医学教育の曙からノーベル賞まで 

 －名古屋大学創立70周年（創基138周年）記念－」

10月21日（水）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第53回防災アカデミー
講演題目：「防災の新しい考え方…減災と危機管理」
講 演 者：室崎益輝（関西学院大学総合政策学部教授）

10月24日（土）
場　　所：東山キャンパス
時　　間：10：00～
参 加 費：無料
※一部要事前申込

［問い合わせ先］
総務部秘書課　052-747-6459

第５回名古屋大学ホームカミングデイ
「地域と大学で考える　創立70周年」
テ ー マ：「人と人とを結ぶメッセージ」



　名大には、名古屋市の東山・鶴舞・大幸のほかに豊川に
もキャンパスがあります。現在は１ヵ所ですが、かつては
２つの「豊川キャンパス」がありました。
　１つは、豊川海軍工廠の工員養成所跡を利用し、岡崎高
等師範学校および教養部が置かれた豊川分校、その後は農
学部附属農場となった地区です（現・豊川工業高校）。
　そしてもう１つが、豊川海軍工廠本体の跡地の一部にあ
たる、現在の豊川キャンパスです。現在は太陽地球環境研
究所豊川分室が置かれていますが、かつては同研究所の前
身にあたる空電研究所でした。
　終戦後、アメリカ空軍は理工学部の金原淳教授の空電方
位測定による雷雲探知研究に注目していました。この研究
が太平洋を横断する航空機の安全な飛行に必要だったため
です。そこで1947（昭和22）年、GHQ（連合国軍最高司令
官総司令部）は、管轄下にあった豊川海軍工廠跡地北西部
分を空電研究のために開放しました。こうして1949（昭和

24）年、新制名古屋大学の発足と同時に空電研究所が設置
されたのです。
　1939年に開庁された豊川海軍工廠は、敷地面積約198
万３千 m2 、最大時で約５万人が働き、東洋一の工廠（軍
直属の軍需工場）とも言われていました。それゆえ、終戦
直前の1945年８月７日には、B29爆撃機の大編隊による大
空襲を受けました。26分間に計3256発もの爆弾が投下され
て一夜にして壊滅し、工員と動員中の学徒ら約2500人の命
が失われたのです。
　現在の豊川キャンパスにあたる区画は、まだ空爆の被害
が少なかったといわれています。戦後当初、構内には土で
固められた３か所の弾薬庫、兵器、弾薬製造に使われた10
数棟の建物が散在していました。空電研究所はこれらの一
部を補修して観測室や研究室などに充てましたが、残った
建物や土塁はそのままになっており、今でも藪の中には当
時の建物などが見られます。

１ ２

３ ４

１　�豊川キャンパスの航空写真。敷地面積は
約18万８千m2である。

２　�パラボラを大量設置し始めた頃の豊川
キャンパス。中央に写っている土塁で固
められた火薬庫は今も見ることができる
（太陽地球環境研究所提供）。

３　�地図上の船形の敷地が元海軍工廠の敷
地。左上の区画が現在の豊川キャンパス。

　　©2009�Google -地図データ©2009�ZENRIN-
４　�キャンパス内にある工廠廃屋の内部。当

時のまま残されている。

89 豊川キャンパスと豊川海軍工廠

名古屋大学基金へのご寄附をお願い申し上げます。この基金は、平成18年３月に創設され、学生育英事業、教育・研究環境整備
事業、国際交流事業などの充実のために活用されます。ご寄附のお申し込み、お問い合わせは秘書課（基金事務局）あて（電話
052-789-4993，5759、Eメール kikin@post.jimu.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

名古屋大学基金
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