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●年頭あいさつ
平成22年 新年を迎えて
―�名古屋大学からNagoya�University へ�―
●ニュース
東海・北陸地域12国立大学長による共同声明を発表
大学等の安全保障貿易管理体制の整備に関する研修会を開催
平成21年度永年勤続者表彰式を挙行
事務局長セミナー及び事務改善計画実施状況報告会を開催
第５回名古屋大学マネジメントセミナーを開催
駐日米国大使、カザフスタン共和国大使が来学し、学生と懇談
国連大学との共催シンポジウムを開催
「サイエンスアゴラ2009」に本学から２件を出展
第２回シンポジウム「イノベーション創出若手研究人材養成」を開催
第11回教務学生事務担当者実務研修を実施
平成21年度民間企業派遣研修を実施
第32回名古屋大学シニアの会を開催
●学生の元気
ボクシング部員２名が第79回全日本アマチュアボクシング選手権大会に出場
平成21年度名古屋大学体育会会長表彰　表彰式
●知の先端
統合失調症の発症メカニズムにせまる
榎本　篤（高等研究院特任講師）
●キャンパスクローズアップ
こすもす保育園
●知の未来へ
宇宙利用時代を迎えて危険な高エネルギー粒子の挙動を探る
三好　由純（太陽地球環境研究所助教）
●部局ニュース
留学生就職支援プロジェクト「日本の企業と語ろう！」を開催
平成21年度鶴舞公開講座を開講
第２回医学・バイオ系特許フェアを開催
第２回グローバル COE 国際シンポジウムを開催
2009年度公開講座「グローバリゼーションと開発」を開催
国際シンポジウム「戯れのテクノロジー」を開催
連続講演会とシンポジウム「台湾文化の現在」を開催
第11回「まちとすまいの集い」を開催
グローバル COE キックオフシンポジウムを開催
先端技術公開セミナーを開催
公開講演会「気象現象を観る・気象現象を測る」を開催
第９回遺伝子実験施設公開セミナーを開催
ICCAE 第10回オープンフォーラムを開催
ラーニング・コモンズ完成披露式を挙行
第18回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
秋の野外実習「ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵」を実施
附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センターの看板上掲式を挙行
平成21年度動物慰霊祭を実施
第30回博物館コンサートを開催
博物館が第107、108回特別講演会を開催
●新任部局長等の紹介
●名大を表敬訪問された方々
●受賞者一覧
●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成21年11月16日～12月15日
●イベントカレンダー
●編集後記
名大トピックス　200号発行を迎えて
●ちょっと名大史
石岡繁雄の名古屋帝国大学卒業記念品
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　名古屋大学の教職員の皆様、学生の皆様、全学同窓会の
皆様、そして名古屋大学をご支援いただいております多く
の皆様、新年明けましておめでとうございます。日本各地
で、様々な現場で、新しい年への期待と発展を心に、良い
年を迎えられたことと、心よりお慶び申し上げます。

　図らずも、名大トピックスの本号は、200号の節目とな
るものとなりました。この記念すべき新年号に、初めての
ご挨拶を申し上げる光栄を得ました。昨年４月、平野先生
の後任として総長に就任し、実に40年ぶりに戻った東山
キャンパスは春も盛りでありました。日々眺める豊田講堂
周辺の緑は、新緑から濃緑へ、そして錦秋の秋から新年へ
と、驚くほどの速さで変化していきました。時の流れを実
感する１年であったと思い返すと共に、名古屋大学の発展
のための課題を思い浮かべつつ新年を迎えております。旧
年中、皆様から頂いたご指導、ご鞭撻に改めて感謝申し上
げるとともに、本年も変わらぬご支援をお願い申し上げ
ます。

　さて、我々は、次期中期計画をまとめる作業と並行して、
名古屋大学総長の運営指針として「濵口プラン」をまとめ
ました。我々の目標は「名古屋大学から Nagoya University
へ」であります。世界に通じる名古屋大学を作り上げるた
め、骨子となる課題は５点あります。具体的には、
　１． 世界に通ずる人材の育成：教養教育の充実、G30の

推進、５年で留学生2000人超へ
　２． 世界トップレベルの研究推進：GCOE の推進、国

際水準の若手研究者の育成、超高圧電子顕微鏡・シ
ンクロトロン光施設を活用した最先端研究の推進

　３． 組織の刷新：創薬科学研究科設置、教育研究組織再

編、大学間連携
　４． 地域連携・地域貢献の推進：「知の拠点」との連携、

地域医療再生
　５． 名大基金の充実：５年で50億、奨学金などに活用
であります。

　今、世界の大学はグローバリゼーションと IT 革命の流
れの中で、大きく変容しつつあります。一昨年のリーマン
ショック以降、日本は厳しい経済状況下にありますが、こ
の「百年に一度の不況」も世界が共通の IT を用いた経済
システムで動くようになった結果ともいえます。現在進行
中の金融危機は、グローバリゼーションの負の表現型の一
つに過ぎないのです。そして、教育・研究の拠点である大
学も、激変を続ける世界とは無縁の存在であり続けること
はできません。グローバリゼーションは、大学の規格化、
マス化、序列化、市場化と国境を超えた大競争を必然的に
要求し、IT 化の劇的な進展は、知識の再編とフラット化、
瞬時化、情報の奔流を生み出しています。この中で、長い
年月をかけて形成されてきた日本の大学も変化への適応と
個性の明確化を求められており、国際的に通用する人材の
育成を再構築する時代を迎えていると言えます。

　昨年春のことであります。総長就任にあたり、多くの諸
先輩にお時間を頂き、名古屋大学の人材育成についてご助
言を頂きました。諸先輩が異口同音に指摘された事は、「名
古屋大学の卒業生は、誠実、実直、堅実だが、おとなしく…」
でありました。実際、名古屋大学の入学生の75％余りは東
海４県の出身であり、まじめで、先生や両親の教えによく
従い、「北の大地に憧れ」たり、「箱根の関を越え」たいと
は思っていなかった子ども達です。これらの本学学生の地
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政学的特性を考慮する時、名古屋大学の４年間に、「地元
民を国際人へ」と変化させ、「土着的な心をもった国際人」
を育成する教育をするべきと考えます。野依先生、益川先
生、小林先生、下村先生、赤﨑先生、豊田全学同窓会長を
はじめ世界の各地で活躍する多くの先輩に続く人材を育成
できる教育環境を作り上げていきたいと考えています。

　昨年、名古屋大学は文部科学省のグローバル30（G30）
プログラムに採用されました。このプログラムを契機に、
本学の留学生を、10年間で1,500人から3,000人へ倍増し、
講義全てを英語で行う教育を準備しています。本年３月
にはウズベキスタンに事務所開設を予定しています。ま
た、日本人学生の英語力を強化するため、昨年４月より、
新入生全員にプレイスメントテストを課し、３段階のクラ
ス分けによる英語教育を開始しています。プレイスメン
トテストで一定の点を取れなかった学生が受講するサバ
イバルコースの学生の中には、TOEFL の点数が半年間で
100点以上も上がる学生が現れ、総長表彰を行います。ま
た昨年、アジアの協定校をいくつか視察する機会を得ま
したが、我々の国際化は、近隣の国に大きく後れを取っ
ていると実感しました。例えば、上海交通大学は学生の
20％を何らかの形で海外体験させており、さらに目標を
50％に上げたいとしております。本学のもっとも古い協
定校南京大学（1982年協定）には、同窓生から寄附され
たビルディングがあり、その中には20年前に設立された
ジョンスホプキンス・南京大学センターが開設されていま
す。同センターでは、ジョンスホプキンスの教授が英語で
教育を行っており、過去3,000名の人材が育成されていま
す。本年は、厳しい財政状況が控えてはおりますが、本学
学生が、気後れすることなく国際体験を積む事のできる環
境を、可能な限り整えたいと考えています。

　昨年は、名古屋大学にとって、創立70周年（創基138周
年）を祝う年でありました。記念式典では坂田東一文部科
学事務次官、神田真秋愛知県知事、河村たかし名古屋市長、

豊田章一郎全学同窓会長よりご祝辞を頂き、多数の先輩が
出席されました。記念行事の圧巻は、本学男声合唱団 OB
による合唱でありました。平均年齢70歳を超えると思われ
る先輩が、朗々にして圧倒的な迫力で合唱されました。ま
た、会場でお会いした諸先輩は、それぞれ本学への想いを
胸に抱いておられ、感慨深い会となりました。

　さて、なぜこれほど大学時代というものは、私たちに郷
愁を呼ぶのでしょうか。名古屋の酷暑に耐え、伊吹おろし
の寒さをしのぎ、片思いと失恋にまみれ、銭湯とラーメ
ン・ライス、４畳半１間で生き延びた４年間、80歳の方に
は人生の20分の１程に過ぎない期間が、なぜ大切なので
しょうか。この４年間の体験は、人各々異なっていても、
共通することは、人生の原点であり、自我を形成し、自己
の可能性に気付き始める時間であった事ではないでしょう
か。少なくとも私には、40年経った時、自分の中で結晶化
し続ける体験と教育が、あの４年間に在ったと思います。
昨年春、鶴舞キャンパスから東山キャンパスへ移動したと
き、改めてこの事実に気が付く思いがいたしました。

　昨年、機会を得て、韓国、上海、北京、ベトナムの名古
屋大学全学同窓会海外支部の方々とお会いできました。ま
たモンゴルのウランバートルでは支部を立ち上げ、医学部
に留学し、モンゴル保健省の次官も務めたアルタントーヤ
さんに支部旗を渡すことができました。お会いできた各支
部の方々の中には、70年代、80年代に本学に滞在され、数
年間にわたって文字通り苦学された方々が多数見え、当時
の体験をお話しいただきました。大変苦しい生活であった
にもかかわらず、皆さんに共通してある想いは、名古屋で
の生活が、かけがえのない大切な体験である事です。私自
身も、80年代に３年余りニューヨークで過ごし、この想い
を共にするものであります。異文化の中で生きることは、
生きることの本質を改めて問い直す時間であると共に、自
国の文化の素晴らしさに改めて目覚める機会でもあると思
います。そしてまた、それ以降の人生にとっては大きな転
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機となる時代でもあります。今、世界は、暴走する人間社
会の前に、生物の多様性が危機的な状況にあります。生物
の多様性の確保が、地球生命圏の維持に必須であるとする
なら、グローバリゼーションの時代において、異文化への
尊敬、文化の多様性の維持は、人類の幸福と平和に必須で
あります。将来日本の核となるべき本学学生に、自我を形
成する時期に異文化体験をさせることの重要性は、ここに
あります。

　本学では、平成18年に名古屋大学基金を設立しました。
当初基金の目標を200億円に設定しておりましたが、100年
に１度の不況の中で困難にぶつかっており、私の在任中の
目標として50億円を定め、現在21億円を超えるところまで
到達しております。基金目的は様々ありましたが、私は主
に留学生の奨学金に充てたいと考えております。基金の募
集にあたっては、思いがけず多くの方々のドラマを知りま
した。ある新入生は、入学後間もなくお父様を亡くしまし
た。御両親の名前を豊田講堂の銘板に残したいと、厳しい
経済状況の中から御両親の名前で多額の寄附をされまし
た。ある方は、学生時代に、下駄の鼻緒を切らし困ってい
たところ、通りがかりの女性から下駄の鼻緒をいただき、
お礼を申し上げたいと申し出たところ、その感謝を次に出
会った困っている方に返して下さいとの答えを頂いたそう
です。この方は、年を経て功なった時、この言葉を思い出
し、基金に多額の寄附をされました。また、癌から生還し
た私の医学部時代の先輩は、その想いと体験を込め、多額
の寄附をされました。先日は、多額の寄附を頂いた名古屋
帝国大学工学部の一期生である91歳の大先輩にお会いしま
した。名古屋大学創立時の思い出で記憶に残ることをお伺
いしたところ、間髪入れず、恩師小林先生の「愚直たれ」
という言葉を頂きました。繰り返し「愚直たれ」と。もの
づくり名古屋、「誠実、実直、堅実な名大生」の源流にた
どりつく思いがいたしました。

　ここで触れた基金のエピソードはごく一部であります。

ご理解頂きたいことは、基金が沢山の方々の人生と大学へ
の想いの結晶であるということです。企業から頂いた寄附
金も、日々様々な現場で働く方々の汗と想いがまとまった
ものです。この場を借りて、深く御礼申し上げます。

　私は、いま日本が、明治期、戦後の復興期に次ぐ転換点
にあると思います。その理由は、２つ。膨大な財政赤字と、
少子高齢化・人口減少時代の到来です。膨大な財政赤字
は、昭和50年代より始まっており、戦後の団塊世代が曲が
りなりにも繁栄と幸福を享受する中で生まれたものと言え
ます。換言すれば、若者の未来の犠牲の上に、我々老壮年
の生活があり、次世代の若者に日本の未来を託すとするな
ら、我々は彼らに出来る限りの支援をする責任を負ってい
るといえます。しかし残念なことに、今の日本は若者に十
分な支援を行っているとは言い難い。その象徴が、高等教
育予算です。OECD 諸国で GDP 比最下位の予算である上
に、唯一予算を削減するという嘆かわしい政策を続けてい
ます。同様の状態は、年金、医療保障の未来にもあり、そ
れ故にこそ、若い諸君が閉塞感を持ち、結婚し家族を持つ
ことに幸福を見いだせない人生観を持っているとは言えな
いでしょうか。いま我々は、若者が未来に希望を持てる高
等教育を実践する責任を負っているのです。
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　さて、創立70周年記念式典を振り返り、改めて青春が如
何にかけがえのないものかを実感いたしました。式典の
際、紹介しましたサミエル・ウルマン（Samuel Ullmann）
の『青春（Youth）』の一部を引用し、新年のご挨拶とい
たします。 
　本年が、皆様にとって多くの出会いと深い想いに満ちた
一年となりますように祈念いたします。

“YOUTH”

Youth is not a time of life – it is a state of mind; it is a temper of  
the will, a quality of imagination, a vigor of the emotions, a 
predominance of courage over timidity, of the appetite for 
adventure over love of ease.

Nobody grows old by merely living a number of years; people 
grow old only by deserting their ideals. Years wrinkle the skin, 
but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, doubt,  
self-distrust, fear and despair – these are the long, long years 
that bow the head and turn the growing spirit back to dust.

（中略）
You are as young as your faith, as old as your doubt; as young 
as your self-confidence, as old as your fear, as young as your 
hope, as old as your despair.

So long as your heart receives messages of beauty, cheer, 
courage, grandeur and power from the earth, from man and 
from the Infinite, so long you are young.

（後略）
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東海・北陸地域12国立大学長による共同声明発表 名古屋大学基金パンフレット
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　大学等の安全保障貿易管理体制の整備に関する研修会
が、12月３日（木）、名古屋市中村区のミッドランドホール
において開催されました。
　同研修会は、平成21年度文部科学省産学官連携戦略展開
事業の一環として、本学と文部科学省の共催により、大学
における安全保障輸出管理を一層推進するための情報を習

得する目的で実施されました。大学における安全保障輸出
管理は、従来から重要でしたが、海外の大学との学術交流、
国際的な共同研究など機会が増加している昨今、留学生、
外国人研究者の増加に伴い、安全保障輸出管理についての
理解をさらに深めるとともに具体的な活動の実施が求めら
れてきております。
　研修内容は、安全保障貿易管理概論、米国における輸出
管理、税関における安全保障輸出管理、本学の安全保障輸
出管理、と多岐にわたるものであり、安全保障の概要から
具体的な取り扱いまでの内容を概観することができるよう
なプログラムでした。安全保障輸出管理の外為法の改正が
最近なされたこと、大学における安全保障輸出管理への関
心度が増加していることから、北海道から沖縄まで日本全
国から多くの方の参加があり、盛会のうちに終了しました。
　また、研修会のほかに、いくつかの大学から個別訪問を
受け、本学における安全保障輸出管理活動に対する関心の
高さを実感しました。

　東海・北陸地域12国立大学長が、11月27日（金）、本部第
１会議室において、「地域を支える人材育成と研究開発（共
同声明）－最先端技術を支える国立大学の基礎研究力を次
世代へ－」と題した共同声明を発表しました。
　これは、政府の行政刷新会議の「事業仕分け」において、
科学技術関連予算、国立大学法人の運営費交付金等が削減
もしくは見直しとの評価結果となったことに対し、国立大

学としての考えを表明するために行われたものです。
　会見には、東海・北陸地域にある全12の国立大学、名古
屋大、富山大、金沢大、福井大、岐阜大、静岡大、浜松医
科大、愛知教育大、名古屋工業大、豊橋技術科学大、三重
大、北陸先端科学技術大学院大の学長、学長代理が一堂に
会しました。
　まず、濵口総長よりあいさつがあり、続いて、共同声明
文が読み上げられました。声明では、人材育成、基礎研究
の重要性、地域における教育・研究・医療の拠点としての
国立大学の役割が述べられ、政府に対し、日本が進むべき
方向とその将来像を明確にした上で、教育研究・学術予算
を吟味することを強く求めました。
　引き続き、各大学長が、それぞれの機関で取り組んでい
る研究に対する影響、将来の日本の高等教育への不安等を
述べるとともに、理解を求めました。
　なお、濵口総長は、24日（火）、学士会館において行われ
た旧７帝大、早稲田大、慶應義塾大による共同声明、26日

（木）、文部科学省において行われた国立大学協会による平
成22年度予算編成に関する緊急アピールの各発表の場にお
いても、我が国における高等教育の重要性を強く訴えました。
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大学等の安全保障貿易管理体制の整備に関する研修会を開催

東海・北陸地域12国立大学長による共同声明を発表



　第５回名古屋大学マネジメントセミナーが、12月15日
（火）、本部第１会議室において開催されました。
　このセミナーは、本学の役員・教職員の更なる意識改革
と改革意欲の醸成、法人経営等に資する専門的知見の聴取
等を行うことを目的とするもので、濵口総長をはじめ、役
員、部局長等幹部職員が参加しました。
　今回は、大手予備校から招いた講師が、「外部から見え
る名古屋大学」と題し、本学は我が国を代表する総合大学
として、高等学校関係者から大きな期待を寄せられている
ことや、入試は受験生に対し大学をアピールする手段であ
る、といったことについて、本学の受験生動向や入試問題
の詳細な分析に基づいた講演を行い、その後、活発な質疑
応答が行われました。
　同セミナーを通じ、参加者は、これからの大学運営に求
められる入試の在り方や社会の要請について理解を深める
ことができ、大変有意義なものとなりました。

　事務局長セミナー及び事務改善計画実施状況報告会が、
11月26日（木）、本部第１会議室において開催されました。
　これは、本学で平成18年度から推進している「業務効率
化プロジェクト」の一環として、職員の更なる意識改革と
改革意欲の醸成、事務改善・効率化情報の共有を図ること
を目的に今回初めて実施したもので、事務系幹部職員を中
心に100名以上が参加しました。
　セミナーでは、高橋事務局長が、「大学職員への期待と
意識改革の推進」と題して、自身の経験から、職員一人ひ
とりの意識改革の必要性や事務改善・効率化の重要性につ
いて講演を行いました。
　報告会では、各部署の事務改善推進担当者から、PDCA

（計画・実行・評価・改善）サイクルの持続を目的に、IT
を活用したシステムや事務効率化についての事例報告があ
りました。今後、セミナー及び報告会を通じ、参加者の日々
の仕事に対する意識向上や更なる事務改善・効率化につな
がることが期待されます。

　平成21年度名古屋大学永年勤続者表彰式が、11月20日
（金）、豊田講堂第１会議室において挙行されました。
　被表彰者29名のうち20名が出席し、濵口総長から一人ひ
とりに表彰状と記念品が手渡された後、総長から、「皆様
方のさらなる活躍が私どもにとっては必須のことであると
思っております。今後とも皆様のこの20年間の活動の蓄積
を出していただき、若い世代のためにも、未来のためにも、
仕事にさらに努力いただきますようお願い申しあげます」
と祝辞がありました。
　その後、被表彰者を代表して大西　功理学部・理学研究
科・多元数理科学研究科用度掛長から、「法人化後の激変
した環境の中、変化を恐れず、常に学び、自らの役割を自
覚し、確固たる信念を持ち、名古屋大学の一員であること
を誇りに思い、これからも職務に従事していきたい」と決
意がこもった謝辞が述べられました。
　引き続き、同ホールにおいて記念撮影が行われました。
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平成21年度永年勤続者表彰式を挙行



　本学、国連大学及び財団法人国連大学協力会の共催シン
ポジウムが、11月26日（木）、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。
　同シンポジウムは、「資源としての生物多様性を考える
－ COP10へ向けて」をテーマに、生物多様性の重要な構
成要素である生物遺伝資源に焦点をあて、「人間と自然の

関係」、「サステナビリティ」などについて解説することを
目的として開催され、学内外から約120名の参加がありま
した。
　シンポジウムでは、武内和彦国連大学副学長による「人
間・自然関係の再構築と国際 SATOYAMA イニシアティ
ブ」、サム・ジョンストン国連大学高等研究所上級研究員
による「CBD（生物多様性条約）における ABS（遺伝資
源へのアクセスと利益配分）－その経緯と現状」と題した
基調講演があり、引き続き、井村秀文環境学研究科教授、
渡邊幹彦国際環境人材育成プログラム特任教授、戸丸信弘
生命農学研究科教授、武田　穣産学官連携推進本部教授、
加藤正嗣名古屋市環境局顧問によるスピーチ及びパネル
ディスカッションが行われました。
　今回のシンポジウムにおいて、生物多様性の保全と
ABS を結び付けて論じられたのは初の試みであり、これ
を契機に大学の生物多様性への更なる取り組みが期待され
ます。

　ジョン・V・ルース駐日米国大使夫妻が、11月19日（木）、
本学を訪問し、濵口総長、宮田理事らとともに、学生15名
と昼食懇談会を行いました。
　ルース大使は、オバマ米国大統領の支援者として、同大
統領と個人的な交流があることでも知られていることか
ら、学生からは大統領についての質問が相次ぎました。ま

た、大使就任前には、グーグルなどの技術系大手企業を顧
客に持つ弁護士として活躍した経歴を持っていることか
ら、アメリカの企業についての様々な質問や意見がありま
した。
　同行したスーザン夫人も、労働問題専門の弁護士である
ため、日本における女性の労働環境等について、参加した
学生と熱心な議論がなされました。今回は、米国大使館側
からの要望で、意見交換会は通訳を介さず、全て英語で行
われたため、最初、学生達は非常に緊張した様子でした
が、大使夫妻のユーモアを交えた受け答えで懇談が進むう
ちに、学生からも積極的な発言が相次ぎました。ルース大
使は、着任後、日本の大学で学生達と意見交換の場を持つ
のは今回が初めてで、学生達との交流を楽しんでいたよう
でした。
　また、25日（水）には、カザフスタン共和国のアクルベク・
A・カマルディノフ大使が来学し、法学部、大学院国際開
発研究科等の学生・研究者ら約40名と懇談会を行いました。
　カマルディノフ大使は、同国の歴史や経済、教育の現状、
核廃絶への取り組みについて話し、学生からは今後のカザ
フスタンの課題などについて、多くの質問がありました。
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駐日米国大使、カザフスタン共和国大使が来学し、学生と懇談



　第２回シンポジウム「イノベーション創出若手研究人材
養成」が、12月２日（水）、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」の課題に採択されている17大学の事業内容と現在の
状況を、全国の大学や企業に向けて発信することを目的に

開催されたもので、昨年度に引き続き本学の主催で行われ
ました。
　はじめに、濵口総長及び泉　紳一郎文部科学省科学技
術・学術政策局長のあいさつがあり、続いて、宮田　満日
経 BP 社医療局主任編集委員による「若手博士人材のキャ
リアパスのつくり方」と題する講演が行われました。さら
に、平成20年度に採択された10大学、21年度に採択された
７大学の事業の各代表者から、各大学の特色や成果につい
て発表が行われ、本学からは、宮田理事が「社会貢献若手
人材養成プログラム」について発表しました。
　その後、パネリストに星野利彦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、出口尚安株式会社富
士フイルム人材開発センター代表取締役社長、宮田主任編
集委員を迎え、「若手研究者の人材育成とキャリア教育」
と題したパネルディスカッションが行われました。
　当日は150名にも及ぶ参加があり、活発な議論が行われ、
産学官が各々に求めている事項が浮き彫りになりました。
今後それらをどのように解決していくか、各大学の取り組
みが期待される良いきっかけとなりました。

　「サイエンスアゴラ2009」が、10月31日（土）から11月３日
（火）まで、東京 国際研究交流大学村において開催され、
本学から、名古屋大学ミュージアム活性化プロジェクト

（NUMAP）と社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成セ
ンターが出展しました。サイエンスアゴラは、サイエンス
に関心のある一般の方々から研究者まで全ての方に対し開
かれた「科学と社会をつなぐ“広場（アゴラ）”」として、
平成18年より独立行政法人科学技術振興機構が主催してい
るイベントです。
　１、２日の両日は、NUMAP による「縄文コースター

から考古学～大学は大きなミュージアム」と題した企画が
行われ、縄文時代の遺跡から出土した土器や石器を触り、
実際に使ってみることで当時の生活や環境を参加者に実感
してもらいました。また、縄文時代の布を編む体験ができ
るコーナーもあり、２日間を通じて親子連れをはじめとし
た多くの参加がありました。
　３日は、社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成セン
ターによる「科学 - 魅せる情熱と魅せられる心」と題した
企画が行われ、科学番組「NHK スペシャル 驚異の小宇宙 
人体」のチーフディレクターである小出五郎氏が、「科学

が社会にできること」と題した講演
を行いました。続いて、大学や民間
企業で活躍する若手研究者を加え、

“科学”を個性として活かし、どう
社会貢献するかについてディスカッ
ションが行われました。最後に、大
学院生・ポストドクター向け就職支
援相談会が行われ、延べ80名の来場
者がありました。
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第２回シンポジウム「イノベーション創出若手研究人材養成」を開催

「サイエンスアゴラ2009」に本学から２件を出展



　第32回名古屋大学シニアの会が、11月20日（金）、シンポ
ジオンホールにおいて開催されました。この会は、本学に
おいて、かつて課長補佐相当以上の職にあった者で、退職・
転出した職員と、本学の事務局長、部長、課長、事務長等
との交流を深め、本学の運営に資することを目的に毎年開
催しているもので、今回は112名が出席しました。
　まず、濵口総長から大学の現状等の報告を兼ねて歓迎
のあいさつがあり、役員及び幹部職員等の紹介があった
後、シニアの会を代表して学校法人二階堂学園常務理事で
ある内田弘保元事務局長及び公立学校共済組合理事である
豊田三郎前事務局長からあいさつがありました。
　引き続き、高橋事務局長の発声で乾杯が行われ、出席者
が会場のあちらこちらで旧交を温める様子がみられるな
ど、終始和やかな雰囲気で懇談が行われ、最後に、来年の
再会を期して前出雲市長の西尾理弘元事務局長からあいさ
つがあり、盛況のうちに終了しました。

　平成21年度名古屋大学民間企業派遣研修が、11月９日
（月）から13日（金）までの間、名鉄グランドホテルにおい
て、11月16日（月）から20日（金）までの間、大垣共立銀行に
おいて実施されました。
　名鉄グランドホテルでは、掛長１名が、「大学職員が意
識すべき“サービス”とは何か」という課題を持って研修
に臨み、宿泊課での実務研修、宴会やレストランでのサー
ビス研修を行う中で、サービスの本質とは、「お客様から
対価をいただくに値することである」と気付くことができ
ました。
　大垣共立銀行では、事務職員１名が、本店及び支店にお
いて、銀行業における CS（顧客満足）、マナー等について
学び、「お客様の目線」に立って「独自」のサービスを展開す
ることに対する行員の意識の高さに感心していました。
　今後、この貴重な経験を多くの職員が共有し、本学の各
種サービスの向上に生かすことが期待されます。

　第11回教務学生事務担当者実務研修が、12月３日（木）、
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、教務学生事務の実務を担当する職員に対
し、業務の円滑な処理に必要な知識を習得させ、もって事
務能率の向上に資することを目的とするものです。
　今年度も昨年度同様、名古屋市山手地区４大学による
FD・SD のためのコンソーシアム事業の一環と位置付け、
中京大、南山大、名城大にも参加を呼びかけた結果、本学、
関係大学合わせて28名の参加がありました。
　研修では、杉山理事が「大学の学生支援体制について」、
杉村和美発達心理精神科学教育研究センター准教授が「学
生を支える有効な連携とは」と題し、講演を行いました。
　また、担当事務職員から就職支援体制について業務の解
説や、昨今の経済状況悪化の中での具体的な取り組みにつ
いて話があり、最後に、事務能力向上と学生サービスの質
的向上を目指した分科会が行われました。
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第32回名古屋大学シニアの会を開催

平成21年度民間企業派遣研修を実施

第11回教務学生事務担当者実務研修
を実施



　大学から始めたボクシングの集大成として挑んだ全
日本選手権で３位に入賞することができました。この
全日本選手権は、アマチュアの頂点を決める国内で最
大規模の大会で、各地の予選を勝ち抜いた者が出場す
るものです。私は２年生の時から全国大会への出場を
目指していましたが、愛知県内の予選で敗退してきま
した。キャリア不足が敗因でした。それからはその時
のくやしさをバネに、効率の良い練習を考えて努力し
てきました。そして、学生生活最後の今回の予選を勝

ち抜き、全日本選手権に出場する権利を得ることがで
きました。
　全日本選手権では、まず１勝を心がけ、積み重ねた
ことを出し切ろうと決心していました。試合は体調面、
精神面で今までで最高のコンディションで臨めまし
た。会場中が見ている緊迫した空気の中でしたが、普
段通り全力を出して勝ち進みベスト４になることがで
きました。
　私は初詣や神社の前では「一生懸命頑張るので努力
したことが実りますように、努力しなかったら構いま
せん（いや、それも困るが……）」と毎回お願いしま
す。私としては、４年間の部活動を頑張り、予想以上
の結果を出すこともできたと思っています。今回の大
会ではその願いが叶った気がします。多くの先輩、仲
間、関係者に感謝します。
　世の中は複雑に出来ていますが、大雑把に見ると単
純。何事でも人生の縮図のようなもので、一生懸命に
取り組む姿勢やその過程で学んだ事はこれからの将来
に繋がっていくはずと勝手に思っています。部の後輩
を含め、大学生活を送る人には、熱中できることに自
主的・積極的に取り組んで欲しいし、私もこれからも
生きることに全力を尽くしたいと思います。

　私が入部したのは１年の冬でした。それまでの単調
な日々の中で、「自分の力で何かで本気で勝負したい」

「ボクシングは勝つか負けるかのみ。結果は全て自分
に返ってくるので、言い訳の効かない中で自分を試し
たい」と思い入部しました。

　入部当初は、高校時代３年間帰宅部だったこともあ
り練習についていけず、さらには減量や試合に対する
不安から、何度も逃げ出したくなりました。しかし、
先輩や、経験者の私立の選手に負ける事が自分の中で
当たり前になるのが悔しく、誰よりも練習しました。
そして、ここ十数年間で国公立から全日本に出た選手
がいない事を知り、「大学４年間で経験者優位なこの
中でどこまで行けるか」と全国出場を明確に目標に掲
げました。
　そして学生最期、負けたら引退という中、今までの
思いを胸に「気持ちで負けない」と全日本出場を決め
ました。全日本でも意識したことは同じ。経験、実績、
技術、才能等を持ち合わせる選手に「気持ちだけ」は、
と挑みましたが私の大学４年間での挑戦はベスト 16
で終わりました。試合で負けた衝撃は大きく、勝負に
こだわってきた分悔しい思いをしましたが、その分結
果を受け入れることも大事。またその中でベスト４ま
で勝ちあがった仲間を称えたいと思います。
　ボクシングで、１つの事を続ける難しさと大切さ、自
分で限界を決めない事を学びました。私にとってボク
シングは挑戦の中の１つ。ここで学んだ事、最後に負
けで終わった意味をとらえ、今後の挑戦に生かします。
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試合の様子（右が筆者）

部室前にて（左が坂谷さん、右が筆者）

イタダニ　サトシ
1988年３月18日生まれ
福井県出身

スギウラ　ゲンタ
1987年10月27日生まれ
愛知県出身
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４年間の集大成！全日本選手権ベスト４
板谷　憲志　理学部地球惑星科学科４年

挑戦
杉浦　源太　工学部物理工学科材料工学コース４年



　名古屋大学体育会は、12月７日（月）、豊田講堂
第１会議室において、平成21年度名古屋大学体育
会会長表彰 表彰式を挙行しました。
　この表彰は、本学体育会における優秀な個人・
団体及びその指導者の栄誉を讃え、その功績を広
く顕彰することを目的としたもので、今回で21回
目となります。

　今年度は、11月30日（月）の体育会会長表彰審査
会の審査を経た「個人の部」11名、「団体の部」
12名が本学体育会会長である濵口総長から表彰さ
れ、１年間のめざましい成果を讃えられました。
　なお、受賞した個人及び団体には、副賞として
名古屋大学校友会から記念品等が贈呈されまし
た。

平成21年度　名古屋大学体育会会長表彰　受賞者一覧　（表彰対象期間：平成20年11月１日～平成21年10月31日）
個人の部（11名）

個人名 所属学部・学年 所属団体名 表彰要綱該当条項 出場大会名及び成績

1 弘
ひろ

中
なか

　達
たつ

也
や

経済学部・３年 男子ラクロス部
特別賞
（第４条１項１号）

2009�ASPAC�LACROSSE�TOUNAMENT
� U-22日本代表選手として出場

2 﨑
さき

田
だ

　孝
たか

文
ふみ

工学研究科・M1年 オリエンテーリング部
一般賞
（第４条２項３号）

2008年度日本学生オリエンテーリング選手権
ロングディスタンス競技大会男子選手権クラス
� 準優勝

3 内
ない

藤
とう

　良
りょう

平
へい

工 学 部・２年 航空部
一般賞
（第４条２項３号）

第27回久住山岳滑翔大会
� 優勝

4 河
こう

野
の

　　元
はじめ

法 学 部・３年 フィギュアスケート部

一般賞
（第４条２項１号）

第64回国民体育大会冬季大会スケート競技会
フィギュアスケート成年男子の部
� 愛知県代表として出場

一般賞
（第４条２項３号）

第81回日本学生氷上競技選手権大会
フィギュアスケート部門　男子 Cクラス� 第２位

一般賞
（第４条２項２号）

第38回中部学生氷上競技大会�
フィギュア競技の部　Aクラス男子� 第１位

5 富
とみ

田
た

　　希
のぞみ

情報文化学部・４年 フィギュアスケート部
一般賞
（第４条２項１号）

第64回国民体育大会冬季大会スケート競技会
フィギュアスケート成年男子の部�
� 愛知県代表として出場

6 綾
あや

部
べ

　賢
けん

人
と

工 学 部・３年 舞踏研究会
一般賞
（第４条２項２号）

第36回中部日本学生競技ダンス選手権大会�
モダン戦� 第１位

7 武
たけ

市
いち

　秀
ひで

樹
き

理 学 部・４年 舞踏研究会
一般賞
（第４条２項２号）

第43回西日本ラテン戦学生競技ダンス選手権
個人総合� 第１位
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個人名 所属学部・学年 所属団体名 表彰要綱該当条項 出場大会名及び成績

8 板
いた

谷
だに

　憲
さと

志
し

理 学 部・４年 ボクシング部

一般賞
（第４条２項２号）

国民体育大会第30回東海ブロック大会
成年男子ボクシング競技フェザー級� 第１位

一般賞
（第４条２項２号）

第48回中部学生ボクシング選手権大会
フェザー級� 優勝

9 杉
すぎ

浦
うら

　源
げん

太
た

工 学 部・４年 ボクシング部

一般賞
（第４条２項２号）

国民体育大会第30回東海ブロック大会
成年男子ボクシング競技ライト級� 第１位

一般賞
（第４条２項２号）

第48回中部学生ボクシング選手権大会
ライト級� 優勝

10 酒
さけ

見
み

　建
けん

至
いち

工 学 部・３年
ヨット部

一般賞
（第４条２項３号）

平成21年度中部学生ヨット個人選手権大会
国際スナイプクラス� 第２位11 杉

すぎ

本
もと

　賢
けん

吾
ご

農 学 部・２年

団体の部（12団体）

団体名
代表者

表彰要綱該当条項
成　績　等

氏名 所属学部・学年 出場大会名及び成績

1 オリエンテーリング部 吉
よし

富
どみ

　哲
てつ

志
し
理 学 部・２年

一般賞
（第４条２項２号）

2008年度日本学生オリエンテーリング選手権大会
リレー競技部門　男子選手権� �優勝

2 相 撲 部 野
の

原
はら

　裕
ゆう

史
じ
経済学部・４年

一般賞
（第４条２項２号）

第27回全国国公立大学対抗相撲大会
団体戦� �優勝

3 漕 艇 部 服
はっとり

部保
ほ

那
な

美
み
経済学部・３年

一般賞
（第４条２項２号）

第41回中部学生ボート選手権大会
総合� 第１位

4 舞 踏 研 究 会 川
かわ

津
づ

　英
ひで

賢
たか

農 学 部・２年

一般賞
（第４条２項２号）

第43回西日本ラテン戦学生競技ダンス選手権
団体総合� 第１位

一般賞
（第４条２項２号）

第45回中部日本学生競技ダンス選手権大会八種目戦
団体戦の部� 第１位

一般賞
（第４条２項２号）

第36回中部日本学生競技ダンス選手権大会モダン戦
団体戦� 第１位

5 ボ ク シ ン グ 部 稲
いのう

生　優
ゆう

介
すけ

工 学 部・３年
一般賞
（第４条２項２号）

第48回中部学生ボクシング選手権大会
団体総合� 優勝

6 ヨ ッ ト 部 杉
すぎ

本
もと

　賢
けん

吾
ご
農 学 部・２年

一般賞
（第４条２項３号）

2009年度秋季中部学生ヨット選手権大会
スナイプ級� 第２位

7 女 子 ラ ク ロ ス 部 今
いまいずみ

泉　理
り

絵
え
経済学部・２年

一般賞
（第４条２項２号）

第17回東海学生ラクロスリーグ戦
女子� 優勝

8 陸 上 競 技 部 中
なか

川
がわ

　裕
ゆう

規
き
工 学 部・２年

一般賞
（第４条２項３号）

第41回全日本大学駅伝対校選手権大会
東海地区選考会� 第２位

9 硬 式 庭 球 部 林
はやし

　　美
み

晴
はる

農 学 部・３年
一般賞
（第４条２項５号）

第48回全国七大学総合体育大会硬式庭球競技
女子� 優勝

10 柔 道 部 高
たか

木
ぎ

　　孝
たかし

工 学 部・３年
一般賞
（第４条２項５号）

第48回全国七大学総合体育大会柔道競技
� 優勝

11 ハ ン ド ボ ー ル 部 伴
ばん

　　彩
あや

加
か
理 学 部・２年

一般賞
（第４条２項５号）

第48回全国七大学総合体育大会ハンドボール競技
� 優勝

12 応 援 団 森
もり

田
た

　敏
とし

弘
ひろ

工 学 部・２年
一般賞
（第４条２項５号）
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　統合失調症という精神の病気をご存知でしょう
か。もしかしたら皆様のご家族やお知り合いの中
にも統合失調症に罹患しているためにつらい思い
をされている方がいらっしゃるかもしれません。
統合失調症は特定の文化、人種などと関係なく人
口の約１％に発症する、決して稀ではない疾患で
す。幻覚や妄想などの症状により、社会活動に支
障をきたします。
　最近は、統合失調症の発症に、多くの遺伝子の
異常が複雑に関与していることがわかってきてい
ます。しかしながら発症メカニズムについては、
様々な仮説があるものの、確定的なことは不明の
ままです。
　統合失調症の発症に関わる遺伝子の一つとして

「DISC1（Disrupted-In-Schizophrenia 1）」という
遺伝子が注目されており、世界中の研究室でその
機能が調べられています。DISC1は脳の神経細胞

の中で実に多くの分子たちと協力して働いている
ことがわかっています。しかし DISC1が細胞の
中で一体何をしているのか、明確な答えは得られ
ていません。
　脳の中の「海馬」と呼ばれる領域は、記憶や学
習を司る部分で、その異常はてんかんやアルツハ
イマー病、そして統合失調症の発症と関連してい
ます。海馬には生まれてからずっと、そして高齢
になっても神経幹細胞が存在し、新しい神経細胞
を作り続けている場所があります。最近、この海
馬の神経幹細胞で DISC1の働きを抑えると、新
しく生まれた神経細胞が異常な動きをすることが
わかってきました。神経幹細胞はもといた場所か
ら少し移動して成熟した神経細胞になるのです
が、DISC1の働きを抑えた神経細胞は、通常より
ほど遠い位置まで異常に動いてしまうのです（図
１、Duan, X. et al., Cell 130, 1146–1158, 2007）。
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図１　�海馬の歯状回には神経幹細胞が存在し、その場所を少しずつ変えながら成熟した神経細胞に分化
していく。DISC1やGirdinの働きを抑えた場合は、神経細胞が遠い場所まで異常な動きをすること
が明らかになった。

知
の
先
端

統合失調症の発症メカニズムにせまる
－海馬神経細胞の異常な移動現象－

榎本　篤　高等研究院特任講師



　私たちは最近の研究で、神経細胞の中で DISC1
が「Girdin（ガーディン）」と呼ばれる分子とパー
トナーを組んでいることを発見しました。この
Girdin の働きを抑えられた神経細胞は、DISC1の
時と同様、異常な場所まで勝手に動いてしまうこ
とがわかりました（図１）。また DISC1と Girdin
の間の結合を解除した時にも、同様の現象が観
察されました。Girdin の遺伝子を欠損したマウ
スでは海馬で新生した神経細胞の位置異常が生
じ、結果的に海馬の構造が著しく損なわれていま
した（図２）。このことは DISC1と Girdin はお互
いに協力することで、海馬で新生した神経細胞
を適切な場所に導いていることを示しています

（Enomoto, A. et al., Neuron 63, 774–787, 2009）。

　海馬の神経細胞が異常な場所まで勝手に動くこ
とは、統合失調症の発症とどのような関連がある
のでしょうか。この問題はまだ全く解っていませ
ん。統合失調症の病態の解明のためにも多くの研
究者がこの課題に取り組むべきだと考えています。
　今回の研究は DISC1の研究を精力的に行って
おられる医学系研究科神経情報薬理学教室との共
同研究でなし得たものです。Girdin という分子
は、がん細胞の運動を制御する分子として注目し
ていた分子なのですが、意外にも神経細胞内で
DISC1とパートナーを組んでいること、そして海
馬の神経細胞の新生に関与していることを知り、
驚きの連続でした。研究の愉しみはこのような

「意外性」にあるのではないかと考えています。
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1998年名古屋大学大学医学部卒業後、大垣市民病院研修医。2000
～2003年名古屋大学大学院医学系研究科予防医療学にて腎臓病学・
腎臓生理学の研究に従事。2003～2005年同研究科腫瘍病理学で学
術振興会特別研究員として、がん及び神経疾患の細胞内シグナル伝
達の研究に従事。2006年より名古屋大学高等研究院（テニュアト
ラックポジション）所属、現在に至ります。いろいろな分野をフラ
フラしながら転々としています。

えのもと　あつし

図２　�Girdin 遺伝子を欠損したマウスは正常に比べて発育が悪い（上段）。海馬で
は新生した神経細胞の位置異常が観察され、結果として解剖学的構造に明
らかな異常が観察される。



　本学では、男女共同参画を積極的に推進し、多
様な勤務形態に対応できる職場環境の整備を行っ
ています。その一つとして、こすもす保育園は、
平成18年度に名古屋大学東山地区の学内保育園と
して開設されました。開設当初から注目度が高
く、全国各地の大学に与えた影響は大きいもので
はないかと思われます。開設からの３年間、園児
30名程度を受け入れ運営してきましたが、利用
ニーズが高く、毎年相当数の希望を断っている状
態でした。このため、保育園の増築を行い、従来
の２倍である60名規模の保育園としました。それ

に加え、男女共同参画をさらに推し進めるため
に、大学内学童施設「ポピンズアフタースクール」
の設置を決定しました。地域にある学童保育の開
所時間の短さは、一般に「小１の壁」として知ら
れています。しかし今回設置された大学内学童施
設の開所時間は最大21時までの受け入れができ、
子どもを持ちながら働く研究者・職員の強い味方
となっています。大学内学童施設の設置は全国初
であり、保育園同様、学童保育についても本学が
そのパイオニアとして多くの役割を果たすことが
期待されます。
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32．こすもす保育園



　増築した建物は鉄骨造２階建て、延面積は１
階保育室221m2、２階学童室121m2の計342m2、既
設保育園の延面積235m2と合わせ、総延面積は
577m2となりました。
　増築建物は鉄骨造２階建て、既設建物は木造平
屋建てと、構造・規模とも異なり、また、工事期
間中も保育園利用があるなどの制約のある中で、
完成後に一体感が得られるよう外観に統一性を持
たせ、バリアフリー、安心・安全、環境に配慮し
た建物としました。具体的には、オール電化、複
層サッシ、屋根材に遮熱性能を有する鋼板を採用
するなど、省エネへの配慮、また、２階床の厚さ
を通常より厚くし、さらに遮音性の高いフローリ
ングを採用することにより２階からの生活音対策
をするなど、保育環境への配慮をしました。さら
に、カメラ付きインターホン、電気錠、センサー付
きネットフェンス、人感センサー付き屋外スポットラ

イト等を採用し、防犯面への配慮も行いました。
　現在、完成した建物では、園児・児童が有意義
に過ごせるよう、様々なプログラムが行われてい
ます。１階のこすもす保育園では、図工や絵本の
読み聞かせ、テラスでのおままごとなど、園児
達が元気にのびのびと過ごしています。また、２
階のポピンズアフタースクールでは、大学内学童
施設という利点を活かし、学内の先生方はもとよ
り、学生の協力によるプログラムが行われていま
す。その中の１つとして、本学の留学生による英
語レッスンや一緒にゲームをして遊ぶなど、国際
化社会にも対応できる人を創るプログラムも行わ
れています。
　今後も園児・児童にとっての楽しみの場、そし
て保護者にとっても安心して子どもを預けられ、
男女共同参画をさらに推し進めるシンボルであり
続ける施設として使われるよう、期待しています。
 （施設管理部）
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１　こすもす保育園外観（南東方向より）
２　２階テラス
３　１階保育室
４　２階学童室
５　こすもす保育園でのお誕生日会の様子
６　ポピンズアフタースールでの英語レッスン風景

１ ４ ５

２ ３ ６



　“ジオスペース”と呼ばれる地球周辺の宇宙空
間では、希薄な、しかし高いエネルギーを持った
プラズマ粒子（イオンや電子）が飛び回っていま
す。このジオスペースの中で、国際宇宙ステー
ションが周回している高度400km 付近から気象
衛星「ひまわり」がいる高度36000km の静止軌
道付近には 「放射線帯（ヴァン・アレン帯）」が
存在します。放射線帯は、数十 MeV（メガ電子
ボルト）に達する、ジオスペースで生成される最
高エネルギーを持つ粒子が集まっています。
　放射線帯の高エネルギー粒子は、人工衛星の故
障や宇宙飛行士の被曝を引き起こすため、その挙
動の把握と変動の予測は人類が宇宙活動・利用を
行う上で重要な課題です。放射線帯の粒子は、太
陽から吹きつけるプラズマ流（太陽風）の変化に
応じて大きく増えたり減ったりしています。私た
ちは、過去10年にわたる太陽風と放射線帯粒子の
データを詳細に解析し、太陽風のある特定の変化
が放射線帯高エネルギー粒子の増加に本質的に重
要であることを発見しました。この知見を応用す
ると、放射線帯粒子がいつ増えるかを予測する

“宇宙天気予報”が可能となります。私たちは、
放射線帯粒子量変化の確率予測アルゴリズムを世

界に先駆けて開発し、ウェブページで放射線帯粒
子量変化の週間予報を発信しています（図１）。
　さて、放射線帯のダイナミクスをより深く理解
するためには、粒子の加速機構の解明が重要とな
ります。これまで加速機構の理論モデルが複数提
案されていますが、どのモデルが正しいか、決着
していません。この決着を主目的の一つとして、
現在、名古屋大学、東北大学、JAXA をはじめ
とする全国の研究機関によって、人工衛星観測／
地上観測／シミュレーション研究からなるジオ
スペース探査プロジェクト：ERG（Energization 
and Radiation in Geospace）が進められています

（図２）。特に、プロジェクトの中心となる ERG
衛星（打ち上げ目標時期：2013－14年）には、粒
子加速の様子を直接観測できる新開発の観測機器
が搭載され、ジオスペースでどのように高エネル
ギー粒子が生成されているかを明らかにすること
が期待されています。
　ジオスペースは、宇宙で普遍的に起きている粒
子加速現象を、人工衛星によって直接観測できる
唯一の領域です。宇宙空間での高エネルギー粒子
の加速機構の解明を目指して、ERG プロジェクト
の成功に向け努力を重ねていきたいと思います。
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図１　�太陽地球環境研究所の放射線帯粒子量変化の週間確率予報のウェブ
ページ（http://hbksw1.stelab.nagoya-u.ac.jp/indexj.html）。一日一回、
予報を発表しています。

図２　�ERG 衛星の探査領域であるジオスペース（左）と、ERGプロジェクトの概念図（右）。�
ERG プロジェクトは、人工衛星チーム、地上観測チーム、シミュレーション・総合解析チームから構成されています。
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　大学院経済学研究科は、12月２日（水）、文系総合館カン
ファレンスホールにおいて、留学生相談室との共催で、留
学生就職支援プロジェクト「日本の企業と語ろう！」を開
催しました。これは、政府の留学生受け入れ拡大政策が進
んでいる一方、留学生の日本企業への就職は非常に難しい
現状を鑑み、パナソニック株式会社及び株式会社リクルー

トの人事担当者や本学の卒・修了生を招き、留学生に日本
の企業をより身近に感じさせ、就職活動やその後の活躍の
場を具体的にイメージさせることを目的に開催されたもの
で、51名の留学生が参加しました。就職支援という枠組み
にとらわれず、留学生のキャリア教育という意味で、参加
留学生を、修士課程１年や学部３年といった就職活動中の
学生に限定せず、日本企業への就職に興味を持っている幅
広い層の学生に日本企業と触れ合う機会を提供しました。
　今回は、参加企業による「留学生と企業戦略」、「求める
留学生とは」などのテーマについてのプレゼンテーション
や、企業と留学生のパネルディスカッションによる意見交
換、さらに、個別相談会を行いました。
　終了後、多くの留学生から、「面白かった」、「本当に日
本の企業に入りたいと思うようになった」などの意見が
聞かれました。同時に企業側からも、「今回のようなイベ
ントを通して、留学生と直接話ができる機会は非常に貴重
で、今後も大学にこのようなイベントを企画して欲しい」
との要望がありました。

　医学部は、11月21日（土）、中央診療棟３階講堂において、
平成21年度鶴舞公開講座を開講しました。
　平成21年版高齢社会白書によると、日本の総人口に占
める65歳以上の割合は22.1％とあり、実に５人に１人が厚
生労働省の定義による高齢者にあたり、日本は世界のど
の国もこれまでに経験したことのない高齢社会を迎えて

います。
　そこで、今年度は、「心も体も健やかに－オイオイ、と
いわれないために－」と題し、このような高齢社会に暮
らす人々の大きな関心事である「老化」、「介護」といっ
たキーワードを題材に、葛谷雅文医学系研究科准教授が

「高齢者の『からだ』と『こころ』－健やかに老いるため
に－」、入谷修司同准教授が「加齢と頭が固くなること」、
會田信子医学部保健学科准教授が「家族介護者の健康－
承知之助と八兵衛の間」と題し、それぞれ講演しました。
　当日は、20代から80代の幅広い年齢層から約200名が受
講し、老化とうまく付き合っていく考え方や、在宅介護の
成功の秘訣などについて説明する講師の言葉に熱心に耳を
傾け、講演終了後には、受講者から次の機会もぜひ参加し
たいという声が多数聞かれ、大変な好評を博しました。
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留学生就職支援プロジェクト「日本の企業と語ろう！」を開催
●大学院経済学研究科

平成21年度鶴舞公開講座を開講
●医学部



　グローバル COE プログラム「機能分子医学への神経疾
患・腫瘍の融合拠点」は、11月26日（木）、27日（金）の２日間、
名古屋市内のホテルにおいて、第２回グローバル COE 国
際シンポジウム「神経・精神疾患克服への新展開」を開催
しました。同シンポジウムは、毎年１回、神経・腫瘍分野
の世界的研究者を招へいして最新の研究成果を発表・議論

するとともに、若手研究者に国際的な研究発表の場に参加
する機会を与えることを目的として開催しています。
　まず、同プログラムの拠点リーダーである祖父江医学系
研究科長の開会のあいさつの後、ハーバード大、ジョンズ
ポプキンス大、ワシントン大、デューク大、ベイラー大、
ペンシルバニア大などから８名、慶應義塾大、東京医科歯
科大、理化学研究所から３名、同研究科から６名の研究者
が神経・精神疾患の先端的研究について講演し、活発な質
疑応答が行われました。
　ポスターセッションでは、61のポスター演題が発表さ
れ、若手研究者、大学院生等が海外からの研究者と活発に
質疑応答する光景が見られ、シンポジウムの趣旨を十分に
活かすことができました。同プログラムの連携機関である
国立長寿医療センター、愛知県がんセンターばかりではな
く、愛知県心身障害者コロニー、名城大学等、近隣の大学・
研究機関からも多数の参加者を得て、延べ約500余名が集
まり、盛況のうちに幕を閉じました。

　医学部は、12月11日（金）、同学部附属病院において第２
回名古屋大学医学・バイオ系特許フェアを開催しました。
同フェアは、本学が医学・バイオの学術分野において、法
人化以降に250件以上の特許を出願していることから、本
学及び近隣の大学の出願特許を対象に、企業や研究機関関
係者に広く公開し、共同研究等により一層の産学官連携を

推進することを目的として開催されました。
　今回は、昨年度に引き続き２回目の開催となり、企業、
研究機関の研究開発担当者を中心に150名以上の参加があ
りました。
　まず、松尾医学部附属病院長のあいさつがあった後、本
学医学部における医療・創薬研究で得られたシーズと、そ
れらを活用した創薬ベンチャー企業の事例を、西山幸廣医
学系研究科教授及び嶋内明彦株式会社エムズサイエンス代
表取締役社長が、研究者とベンチャー企業それぞれの視点
から講演しました。
　引き続き、日本を代表する製品開発の成功事例として、
アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプト R」の開発に
当たった杉本八郎京都大学薬学研究科教授が「アルツハイ
マー病治療薬開発の夢を追って」と題し、開発秘話や更な
る製品開発に向けての展望について講演しました。
　また、８分野45件の特許のブースが設けられ、教員、大
学院生等による説明が行われました。各ブースには、企業
の研究開発担当者等が多数詰めかけ、担当者による研究成
果等の説明や、実用化に向けての相談等が行われました。
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ポスターセッションの様子
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第２回グローバルCOE国際シンポジウムを開催
●グローバル COEプログラム「機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点」

第２回医学・バイオ系特許フェアを開催
●医学部



　大学院国際開発研究科は、10月６日（火）から12月８日
（火）までの間、国際開発研究科多目的オーディトリアムに
おいて、2009年度国際開発研究科公開講座（全９回）を開
催しました。
　今回は、「グローバリゼーションと開発」をテーマとし、
将来国際開発の分野で働くことを志す学生や、すでに実務

家として活躍している方を対象に、国際開発との関わりが
深いグローバリゼーションの諸相について理解を深めても
らうことを目的に行われました。
　講座では、同研究科の教員10名が共同執筆し、2008年に
勁草書房から出版された『グローバリゼーションと開発』

（大坪　滋編）を教材として使用し、経済成長、資源、貿易、
金融、環境、ガバナンス、紛争、労働、人口移動など、グロー
バリゼーションによって変貌する世界の主要な開発課題に
ついての講義があり、会社員、教員、学生を中心に、約60
名が受講しました。
　受講者の中には職場の第一線を退いた方や、主婦の方も
いましたが、いずれも高い知的好奇心を持ち、本質を突い
た鋭い質問を講師に投げかけており、受講者と講師がとも
に切磋琢磨しあう良い機会となりました。
　盛況のうちに全９回の講義が終わり、最終回には山形英郎
国際開発研究科副研究科長より、受講者に対して修了証書
が授与されました。

　大学院国際言語文化研究科は、11月21日（土）、22日（日）
の両日、野依記念学術交流館において、国際シンポジウム

「戯れのテクノロジー」を開催しました。
　今回のシンポジウムは、「テクストの戯れ」、「ことばの
戯れ」、「音楽の戯れ」と題した３つのセッションを通し、

「遊び」を楽しいものにする「戯れ」の要素について、「学

び」のプロである研究者が、言語学、音楽学、文学、メディ
ア学、教育工学など様々な角度から考察することを目的と
して開催され、２日間で延べ90名が参加しました。
　「よく遊び、よく学べ」という諺がありますが、「遊び」
の重要性は、時代と文化を問わず広く認められてきまし
た。諺では「遊び」と対極におかれている「仕事」や「学び」
の中にさえ、昨今では「遊び」の要素が求められるように
なり、コンピューターを使った語学学習では、学習者がい
かに楽しく学べるかが重要になっています。反対に、ニン
テンドー DS やテレビのクイズ番組など、「遊び」の中に「学
び」が入ってくることもあります。
　基調講演では、批判的言説分析を専門とするベロニカ・
コラー ランカスター大学講師、日本言語文化を専門とす
る宋協毅大連大学教授、作曲・音楽理論・音楽史を専門と
するマイケル・シェール バトラー大学教授の３名が、そ
れぞれの専門分野において「戯れ」を可能にするテクノロ
ジーを解明するとともに、「戯れ」の可能性を分析し、理
論化しました。
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2009年度公開講座「グローバリゼーションと開発」を開催
●大学院国際開発研究科

国際シンポジウム「戯れのテクノロジー」を開催
●大学院国際言語文化研究科



　大学院環境学研究科は、11月21日（土）、環境総合館レク
チャーホールにおいて、第11回「まちとすまいの集い」を
開催しました。今回は、「超高齢社会の『すまい』を考える」
をテーマに、高齢者の「すまい」に関する建築計画、建築
構造、建築環境・設備の各分野の取り組みを紹介し、約70
名の参加がありました。

　まず、生田京子施設計画推進室准教授が、高齢者の「す
まい」について、地域の福祉環境及びソフトとハードの在
り方の観点から、国内外の具体的な事例紹介を交えながら
論じました。続いて、古川忠稔環境学研究科准教授が、木
造住宅を中心に耐震性の実態や耐震化を遅れさせる阻害要
因について解説するとともに、古川准教授が中心となって
開発した木造住宅の新しい耐震補強工法について説明しま
した。最後は、齋藤輝幸環境学研究科准教授が、トイレや
浴室といった住宅内非居室で発病する急病に関して、名古
屋市のデータ分析や被験者実験の結果を紹介しながら、近
年のトイレや浴室の急病発生の増加が高齢者人口の増加に
関連していることを指摘しました。講演終了後に行われた
パネルディスカッションでは、活発な質疑応答が行われま
した。
　また、環境総合館のロビーには卒業設計優秀作品のパネ
ルと模型、各研究グループの紹介パネルが展示され、また、
地域防災交流ホールや環境シミュレーションスタジオも一
般公開されました。

　大学院国際言語文化研究科は、９月４日（金）から12月４
日（金）の間、文系総合館カンファレンスホールにおいて、
連続講演会とシンポジウム「台湾文化の現在」（全４回）
を開催しました。
　同講演会及びシンポジウムは、日本の文化庁に相当する
台湾の行政院文化建設委員会の後援で行われ、日台の「負

の歴史」に配慮しつつ、現状として感覚・文化面で親日的
な日台関係を前向きに捉え、台湾との学術交流を進めるこ
とを目的としており、学部学生から一般の方まで、延べ
150名余りが参加しました。本学は、台湾総督府出版の資
料を豊富に所蔵しており、日本植民期には「台湾本島の日
本人」として旧制八高に留学した台湾人もいます。
　第１回は、台湾の作家である陳玉慧氏、朱天心氏による
講演と、両氏及び星名宏修琉球大学准教授による、日本
植民の「記憶」をテーマにしたシンポジウム、第２回は、
張小虹台湾大学教授による講演と、「台湾クィア映画の現
在」と題したシンポジウムを開催しました。
　また、第３回は、垂水千恵横浜国立大学教授により、「台
湾セクシュアル・マイノリティ文学－邱妙津『ある鰐の手
記』」、第４回は、梅家玲台湾大学教授による「台湾現代小
説における身体政治と青春像」と題した講演が行われまし
た。
　今回の開催にあたっては、台湾及び中国出身の大学院生
が通訳等として活躍しており、将来、彼らが両国の学術交
流の幅を広げてくれることを期待します。
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第11回「まちとすまいの集い」を開催
●大学院環境学研究科

連続講演会とシンポジウム「台湾文化の現在」を開催
●大学院国際言語文化研究科



　グローバル COE プログラム「地球学から基礎・臨床環
境学への展開」は、11月16日（月）、環境総合館レクチャー
ホールにおいて、キックオフシンポジウム「『地球温暖化』
時代におけるアジアの持続的環境の構築をめざして」を開
催しました。同プログラムは、臨床環境学と基礎環境学を
２本の柱としており、前者では、伊勢湾流域圏、中国、ラ

オスなどでの現場研究教育を展開し、後者では、各地域を
結ぶテーマを設定して共通基盤を体系化する計画です。
　まず、濵口総長のあいさつ、同プログラムの拠点リー
ダーである安成哲三地球水循環研究センター教授による拠
点の概要説明がありました。
　招待講演では、最初に、真鍋淑郎プリンストン大学上席
研究員が、数値気候モデルによる温暖化計算からグローバ
ルな水循環変化を論じ、水資源の時間的・空間的不均衡が
一層進むと警鐘を鳴らしました。次に、米本昌平東京大学
特任教授が、ポスト冷戦の新たな脅威である地球環境問題
が、「核廃絶をめざす」としたオバマ米国大統領のプラハ
演説や、CO2排出量25% 削減目標を掲げた鳩山首相の国連
演説により、現在第２段階へと移りつつあるとして、日本
の大学が政策立案に関わるシンクタンク機能を備えるべき
と訴えました。最後に、渡邊紹裕総合地球環境学研究所教
授が、地球温暖化の農業への影響は地域差が大きく、シス
テム全体への影響に配慮して臨機応変に対応する「見試し」
や、自然環境と人間営為の総体を深く学び、相互扶助のも
と、逞しくもしなやかな「水土の知」を培う重要性を語り
ました。

　大学院情報科学研究科は、11月20日（金）、全学教育棟
S20講義室において、NTT 及び NTT 西日本連携協議会と
の共催で、先端技術公開セミナーを開催しました。
　今回は、間瀬健二情報科学研究科教授の司会により、
佐久田浩司 NTT アクセスサービスシステム研究所所長に
よる「次世代の通信基盤を支えるアクセスネットワーク」

と題した講演が行われ、27名の参加がありました。
　佐久田所長は、本格的なブロードバンド・ユビキタス
サービス時代の到来に向け、NTT が世界に先駆けて商用
で導入した、Next Generation Network（NGN）を取り上
げ、NGN とユーザ間を結ぶアクセスネットワークの重要
性を説きました。NGN は、既存の電話網が有する信頼性
や安定性を継承しつつ、IP ネットワークの特長である利
便性や経済性を併せ持つ、統合 IP 網です。
　また、世界に類を見ない FTTH（Fiber To The Home）
先進国となった日本の光化に向けたこれまでの取り組み
と、現状の技術動向を紹介するとともに、光による高速で
多彩な通信サービスを低コストで提供する光アクセスシス
テム技術、厳しい設置環境の中でも安定的に光を伝送する
光ケーブル技術や接続技術、光ケーブル等を永続的に収容
する地下管路やとう道等の通信基盤設備技術、など多岐に
わたるアクセスネットワーク技術の構成要素を挙げ、今後
のアクセスネットワークの開発の方向性について解説しま
した。
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総合討論の様子

講演する佐久田所長
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グローバルCOEキックオフシンポジウムを開催
●グローバルCOEプログラム「地球学から基礎・臨床環境学への展開」

先端技術公開セミナーを開催
●大学院情報科学研究科



　地球水循環研究センターは、12月５日（土）、シンポジオ
ンホールにおいて、公開講演会「気象現象を観る・気象現
象を測る」を開催しました。風、黄砂に代表される大気中
の塵であるエアロゾル、雨、雪、雷という身近な気象現象
を題材に、主に地上からのリモートセンシング観測の手法
と観測から得られた最新の知見について、学内外の４人の

講師が講演を行いました。
　最初に、橋口浩之京都大学生存圏研究所准教授が「風を
測る」と題した講演を行い、大気レーダを用いて風を観測
する原理と、台風の目の中の風を観測した結果を示しまし
た。
　続いて、本学名誉教授である岩坂泰信金沢大学フロン
ティアサイエンス機構特任教授が「エアロゾルを測る」と
題した講演を行い、エアロゾル粒子が、付着した化学物質
や微生物の輸送に大きな役割を果たしていることを示しま
した。
　さらに、上田地球水循環研究センター長が「雨・雪を測
る」と題した講演を行い、本学に新たに導入されたマルチ
パラメータレーダを用いて、雲の中で雨・雪・霰の分布を
判定する方法を紹介しました。
　最後に、河崎善一郎大阪大学工学研究科教授が「雷を観
る」と題した講演を行い、広帯域干渉計を用いて、どのよ
うな過程及び経路を通って雷が落ちるかを特定した結果を
紹介しました。
　当日は雨天にも関わらず94名の来場があり、各講演とも
活発かつ興味深い質疑が行われました。

　遺伝子実験施設は、12月15日（火）、野依記念学術交流館
カンファレンスホールにおいて、第９回遺伝子実験施設公
開セミナーを開催しました。
　「次世代シーケンサーを用いた最先端のゲノム研究と新
しい生命科学の潮流」をテーマに行われた今回のセミナー
では、まず、石浦遺伝子実験施設長から同施設に設置さ

れた次世代ゲノム解析システムについて説明がありまし
た。引き続き、平成21年度に文化功労者として顕彰された
杉浦昌弘名誉教授が「ゲノム研究は先端か？」と題し、黎
明期のゲノム研究の歩み及び当時の学会や研究者のゲノム
研究に対する理解度についてユーモアを交えた講演を行い
ました。
　セミナーの後半では、竹山春子早稲田大学先進理工学生
命医科学科教授が「マリンメタゲノム解析からシングルセ
ル遺伝子解析まで」、清水健太郎チューリヒ大学理学部植
物生物学研究所准教授が「次世代シーケンサーを用いた

『非モデル』生物へのアプローチ」、最後に、鈴木　穣東京
大学新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻准教授が

「次世代シーケンサーを用いた多角的トランスクリプトー
ム解析の可能性」と題し、それぞれ講演を行いました。最
先端のゲノム研究を推進している先生方からの講演に100
名を超える参加者は、熱心に聞き入っていました。多くの
出席者から研究成果や具体的な実験手法について矢継ぎ早
に質問や意見が出されるなど、有意義なセミナーとなりま
した。
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講演会の様子

会場の様子
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公開講演会「気象現象を観る・気象現象を測る」を開催
●地球水循環研究センター

第９回遺伝子実験施設公開セミナーを開催
●遺伝子実験施設



　附属図書館は、12月８日（火）、ラーニング・コモンズ完
成披露式を挙行しました。同施設は、学生の多様な学習
ニーズと学習形態に対応した新しい学習教育支援環境とし
て、平成20年度から２年計画で整備を進めてきたもので
す。
　披露式では、まず、濵口総長、松浦附属図書館長、来賓

の膝舘俊広文部科学省研究振興局情報課学術基盤整備室情
報研究推進専門官のあいさつに続き、山本副総長を加えた
４名によるテープカットが行われました。その後、松浦館
長からスライドにより施設及びサービスの概要が紹介され
ました。
　続いて、施設見学が行われ、実際にセミナールーム等に
おいて、学生がプロジェクターを利用して共同学習やプレ
ゼンテーション練習を行う様子を、来賓や出席した部局長
等の関係者が見学しました。
　ラーニング・コモンズでは、学生サポートスタッフが、
IT サポート、学習支援、ライティング・サポート等を行
うことで、図書館の利用や学習を支援しており、また、今
年４月からは、ボランティアの学生が学生生活の相談を受
け付けるピアサポートも実施される予定です。
　同館では、充実した施設・設備、支援サービスが学習・
教育のために大いに活用されることを期待しています。

　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、11月30
日（月）、野依記念学術交流館において、第10回オープン
フォーラムを開催しました。同フォーラムは、「国際協力
における大学の貢献のあり方－農学知的支援ネットワーク
の設立－」と題し、全国の農学系大学及び農学系部局によ
る科学技術国際協力への積極的参画を推進することを目的

として開催されたものです。
　基調講演では、東　久雄「持続的開発のための農林水産
国際研究フォーラム（J-FARD）」会長が、我が国が果た
してきた農業・農村開発分野における国際貢献を振り返り、
大学及び研究機関による人材育成や研究協力の役割がます
ます重要になることを強調しました。
　また、インドネシアとミャンマーを対象とした案件形成
の事例紹介では、相手国の十分な状況把握と相手機関との
信頼関係の重要性が指摘され、これまでに実施した国際共
同研究・国際協力の経験から、大学のもつ多面的な協力の
可能性や、推進するコーディネータの役割が非常に重要で
あることが説明されました。
　さらに、科学技術振興機構、日本学術振興会等の国の研
究機関から、大学が貢献できる、あるいは大学に期待する
科学技術における国際協力の様々な制度・事業の紹介や、

「大学間連携の問題点とその解決に向けて」と題し、５名
のパネリストによるディスカッションが行われ、大学への
期待と大学の事務部局による国際協力現場の理解の重要性
などが議論されました。
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テープカットをする（左から）松浦館長、膝舘専門官、濵口総長、山本副総長

パネルディスカッションの様子
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ラーニング・コモンズ完成披露式を挙行
●附属図書館

ICCAE第10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



　博物館は、11月21日（土）、博物館野外観察園において、
秋の野外実習「ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知
恵」を実施しました。
　子どもから大人まで一緒になってドングリの自然史や人
との関わりを体験しながら学ぶこの実習は、今回で７回目
になります。今回は、小学生10名、中学生２名、高校生１

名、大学生５名、保護者等一般の方15名の計33名が参加し、
ドングリの自然史や縄文時代のドングリの利用法を学びま
した。
　参加者は、午前中、野外観察園でアベマキ、コナラ、ス
ダジイなど、ドングリのなる木の見分け方やドングリが木
になるまでの生活史の説明を受け、木や実を実際に触った
り、ルーペを使って観察しました。
　午後からは、野外観察園セミナーハウスで、縄文人が食
べていたクリの団子を作りました。実際に縄文時代の遺跡
から出土した石器を使って、乾燥したクリを砕いて殻をと
り、粉にしたあと、ひき肉や卵を混ぜて団子状にして茹で
ました。出来上がった団子は、石皿などの石の粉が混じっ
ていて食べると少しジャリジャリするものもあり、味もあ
まりありませんでした。この時代には調味料がほとんどな
かったため、味も素材に近いものを食べていたという説明
を聞きながら、参加者は団子を試食し、「意外においしい」
等、感想を話し合いながら、楽しくドングリや縄文時代に
ついて学んだようでした。

　附属図書館は、12月４日（金）、同館５階大会議室におい
て、第18回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催しまし
た。
　今回は、講師として川瀬正幸京都大学附属図書館事務部
長を招き、「図書館員のヨーロッパ美術館巡り」と題する
講演を行い、学内外から40名の参加者がありました。

　講演では、まず、いち図書館員が経験したヨーロッパの
美術館巡りのノウハウとして、旅の必需品や旅に出かける
前に調べておくこと、現地で注意すべきことなどの紹介が
ありました。続いて、画集を見るだけでなく、直接、美術
館へ行く理由として、大きさは実物を見ないと実感出来な
いこと、歴史的建造物の中にあり保護のため照明を落とし
ていることから色彩は画集より一般的に暗いこと、油絵の
具の量感等の立体的な把握ができること、絵画を解釈する
ためには細部を見る必要があること、系統的な陳列や画集
に無い作品を見られること等、スライドを活用し、様々な
指摘がありました。講演の後半では、これまで訪れた中か
らお勧めの美術館の紹介がありました。
　また、スライドにあわせて適宜、用意された参考図書の
紹介があり、参加者は各人の興味をさらに深めることがで
きました。
　終了後、参加者からは、美術館めぐりのきっかけについ
ての質問があり、かつて行ったことのある美術館の紹介も
あり懐かしかった、との感想も寄せられました。
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団子を作る参加者

講演する川瀬事務部長
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秋の野外実習「ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵」を実施
●博物館

第18回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
●附属図書館



　博物館は、12月５日（土）、同館展示室において、第30回
博物館コンサート（NUMCo）を開催しました。
　このコンサートは、本物の標本に囲まれた環境で本物の
音楽に触れてもらおうという催しで、今回は、「ようこそ、
ジャズの響くミュージアムへ」と題し、本学軽音楽部エー
デルレーテジャズオーケストラのメンバーによって結成
された DELTA バンドのトランペット、ピアノ、ベース、
ドラムスのプレイヤーが、親しみやすいディズニー作品の
テーマ曲からスタンダードなジャズまで10曲程度を解説と
ともに披露しました。
　当日は、約60名が同館を訪れ、ジャズライブを楽しみま
した。

　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、11月26日（木）、東郷フィールド内
の動物塚において、平成21年度動物慰霊祭を実施しました。
　これは、昭和50年12月８日、当時の農場長であった
宗像　桂農学部教授の尽力で建立されて以来、毎年12月の
建立日前後に教職員及び学生等の参加により行われている
もので、今回は100名余りが参列しました。
　はじめに、教育・研究のための実験に供した多くの動
物に対し感謝の意を込めて参加者一同で黙祷を行った後、
服部同研究科長から、農学部の教育理念にもある生き物に
対する愛に根ざした豊かな人間性について触れたあいさつ
がありました。
　続いて、「供穀の儀」及び「献花の儀」が執り行われた後、
参加者による献花が行われ、最後に、堀尾文彦同研究科教
授から教育・研究のために過去１年間に実験に供した動物
に対し、慰霊の言葉が述べられました。

　大学院工学研究科は、11月18日（水）、同研究科附属マイ
クロ・ナノメカトロニクス研究センターの看板上掲式を挙
行しました。同センターは、昨年10月１日付けで、同研究
科の５番目の附属施設として設置されたもので、上掲式に
は、小野木工学研究科長、福田同センター長をはじめ、セ
ンター関係者が出席しました。
　設立の目的は、マイクロ・ナノの世界に着目した新しい
機能を有する材料や機械の創出及びその解析・設計技術を
確立することで、同センターでは、機械科学分野であるナ
ノ制御学、ナノ計測学、ナノ設計・製造学に、ナノ材料学
を加えたそれぞれの分野に対応した基盤研究部門で研究を
推進します。また、これらの基盤技術と横断する形で、先
端医療分野のニーズに基づく応用分野を設定し、バイオ・
医療技術に関する具体的な材料や機器システムの開発を通
して、マイクロ・ナノメカトロニクスによる高機能創成の
発展に貢献するとともに、産学連携研究により、国際的な
拠点として研究活動を進めていきます。
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コンサートの様子

動物塚前で慰霊の献花をする参列者

上掲式の様子（左から、福田センター長、小野木研究科長）
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第30回博物館コンサートを開催
●博物館

平成21年度動物慰霊祭を実施
●大学院生命農学研究科

附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究 
センターの看板上掲式を挙行
●大学院工学研究科



　博物館は、11月26日（木）、12月10日（木）、それぞれ博物
館講義室において、第107、108回特別講演会を開催しまし
た。
　これらの講演会は、前回行われた第106回特別講演会同
様、昨年10月17日から12月26日まで開催した本学創立70周
年記念企画展の一環として行われました。

　第107回では、堀田慎一郎大学文書資料室員が「名古屋
帝国大学の誕生と草創期」と題して、本学が70年前に名古
屋帝国大学として創立された歴史的背景と、戦時期と重な
るその草創期の様子について、当時の写真や資料を多く紹
介しながら講演しました。
　第108回では、杉山理事が「名古屋大学の教育と研究の
現状」と題して、約60分の講演の中で、本学の歴史をふま
え、理念や沿革、財政、国際化、産学連携などの幅広い観
点から、個人的な見識を交えながら、本学の現状について
紹介しました。
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〈略歴〉
昭和44年５月　名古屋大学理学部
平成２年４月　核融合科学研究所管理部庶務課人事係長
平成12年４月　名古屋大学総務部人事課専門員
平成15年４月　名古屋大学総務部総務課課長補佐
平成20年４月　名古屋大学環境学研究科・地球水循環研究センター事務長
平成22年１月　名古屋大学研究所事務部長

〈略歴〉
昭和44年４月　豊田工業高等専門学校庶務課
昭和44年６月　名古屋大学法学部
平成２年４月　豊橋技術科学大学総務部庶務課人事係長
平成12年４月　名古屋大学総務部国際交流課専門員
平成13年４月　名古屋大学総務部人事課課長補佐
平成16年４月　名古屋大学総務企画部総務広報課長
平成20年４月　名古屋大学研究所事務部長
平成22年１月　名古屋大学文系事務部長

10.  1 中国 同済大学副学長等
　中国 同済大学の陳副学長及び黄国際交流コーディネーターが、更なる本
学との連携を強化するため渡辺副総長を表敬訪問し、Joint-Degree プログ
ラムの実施等について意見交換を行うとともに、環境学研究科及び工学研究
科を視察しました。

10.  7 タイ チュラロンコン大学学長等
　タイ チュラロンコン大学のカモンラッタナン学長及び役員８名が、濵口
総長を表敬訪問し、自動車工学分野を含めた研究協力関係の構築等について
意見交換を行うとともに、渡辺副総長と第４回 AC21学生フォーラムについ
て懇談しました。

10.29 アメリカ ノースカロライナ州立大学副学長
　アメリカ ノースカロライナ州立大学の Li 副学長が、第７回 AC21運営委
員会に出席することを機に濵口総長を表敬訪問し、英語コース、自動車工学
サマープログラムへの学生の受け入れなどについて意見交換を行いました。

11.10 国立ブルネイ・ダルサーラムー大学副学長等
　国立ブルネイ・ダルサーラムー大学のズルカルナイン副学長及びミン理学
部長が、濵口総長を表敬訪問し、熱帯雨林、エネルギー分野の研究交流、学
生交流プログラムなどについて意見交換を行うとともに、生物機能開発利用
研究センター、博物館、医学部附属病院を視察しました。
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新任部局長等の紹介
●文系事務部長

服部　幸博
（はっとり　ゆきひろ）

●研究所事務部長

佐藤　重明
（さとう　しげあき）

名大を表敬訪問された方々［平成21年９月16日～12月15日］



名大を表敬訪問された方々［平成21年６月16日～９月15日］

11.12 中国駐名古屋総領事館総領事等
　中国駐名古屋総領事館の張総領事等が、濵口総長を表敬訪問し、留学生の
受け入れを含む中国との交流について意見交換を行いました。

11.17 英国 ダラム大学副学長
　英国 ダラム大学の Kunin 副学長が、日本の大学との新たな連携の可能性
について調査するため来日したことを機に、宮田理事を表敬訪問し、理学な
どいくつかの分野での共同研究の可能性について意見交換を行いました。

11.17 エリトリア国大統領補佐官等
　エリトリア国のGhebremeskei 大統領補佐官等同国４大学の学長が、日本
の大学との連携の可能性を調査するために来日したことを機に、濵口総長を
表敬訪問し、国際協力機構（JICA）による留学生派遣を含む支援策、グロー
バル30による留学生の受け入れについて意見交換を行うとともに、留学生
センター、生命農学研究科、農学国際教育協力研究センターの関係教員と情
報交換を行いました。

11.18 駐日エジプト特命全権大使等
　駐日エジプト大使館のアブデルナーセル特命全権大使等が、濵口総長を表
敬訪問し、E-JUST（日・エジプト科学技術大学）プロジェクトについて意見
交換を行い、プロジェクトへの更なる協力を要請しました。

11.19 駐日米国大使
　駐日米国大使館のルース大使夫妻が、濵口総長を表敬訪問し、特許の取得、
研究者の起業の現状等について意見交換した後、学生、教員を含む10数名
と日米関係、女性の労働環境等について意見交換を行いました。

11.24 中国 対外経済貿易大学副学長等
　中国 対外経済貿易大学副学長等が、アジア研究教育拠点事業のセミナー
に出席することを機に、濵口総長を表敬訪問し、学生交流等について意見交
換を行うとともに、経済学研究科を訪問しました。
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11.25 駐日カザフスタン共和国大使等
　駐日カザフスタン共和国大使館のカマルディノフ大使等が、濵口総長を表
敬訪問するとともに、本学の学生、教員とカザフスタンの歴史、経済状況、
核兵器廃絶への取り組み等について意見交換を行いました。

12.11 駐日ドイツ連邦共和国大使
　駐日ドイツ連邦共和国大使館のシュタンツェル大使が、濵口総長を表敬訪
問し、本学とドイツとの学術交流についての意見交換を行い、総長からフラ
イブルクに設立予定の本学のヨーロッパセンターへの支援要請がありまし
た。

12.14 リビア日本国大使
　リビアの西ヶ廣日本国特命全権大使が濵口総長を表敬訪問し、本学の学
生、教員に日・リビア関係の現状について説明するとともに、リビアの研究
の関係者との意見交換を行いました。

褒章関係
受章日 受章名 受章者の所属・職名 受章者 備考

H21.11.� 3 文化功労者 名誉教授 杉浦　昌弘 詳細は本誌199号 p.13参照

H21.11.� 3 文化勲章 特別招へい教授 飯島　澄男 詳細は本誌199号 p.13参照

H21.11.� 3 秋の叙勲　紫綬褒章 名誉教授 上村　大輔 詳細は本誌199号 p.14参照

H21.11.� 3 秋の叙勲　瑞宝中綬章 名誉教授 稲毛　滿春 詳細は本誌199号 p.14参照

教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H21.� 2.22 6th�Asia�Pacific�Medical�Education�Conference�
(APMEC)��
Best�Poster�Presentation�(Merit)�Award

医学部附属病院助教 西城　卓也 伴信太郎（医学部附属病院教授）、�
青松棟吉（大学院医学系研究科D3）と�
連名

H21.� 3.31 日本機械学会熱工学部門�
講演論文表彰（平成20年度）

大学院工学研究科講師 山口　浩樹 塙　常男（大学院工学研究科M2）、�
新美智秀（大学院工学研究科教授）�
他１名と連名

H21.� 9.10 環境科学会　2009年度学会賞 大学院環境学研究科教授 井村　秀文

H21.� 9.16 R ’09�Twin�World�Congress�Nagoya��
Excellent�Presentation�Award

大学院工学研究科教授 河口　信夫

H21.� 9.16 日本神経科学学会　奨励賞 大学院医学系研究科�
COE 特任講師

足立　弘明

H21.� 9.17 有機合成化学協会�
Mukaiyama�Award�2009

大学院工学研究科教授 石原　一彰

H21.� 9.17 高分子学会　Wiley 賞 大学院工学研究科教授 上垣外正己

H21.� 9.17 スケジューリング学会　学術賞 大学院情報科学研究科�
准教授

柳浦　睦憲 他１名と連名
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H21.� 9.17 呼吸研究会　平成21年度若手奨励賞 総合保健体育科学センター�
准教授

片山　敬章

H21.� 9.21 日本教育心理学会　優秀論文賞 大学院経済学研究科准教授 星野　崇宏

H21.� 9.25 日本分析化学会　奨励賞 大学院工学研究科助教 加地　範匡

H21.� 9.26 三田図書館・情報学会　学会賞 附属図書館助教 三根　慎二

H21.10.� 9 第24回日本糖尿病合併症学会�
Young�Investigator�Award

大学院医学系研究科�
寄附講座講師

神谷　英紀

H21.10.18 国際尿毒症学会賞　（The�Prize�of�International�
Society�of�Uremia�Research�and�Toxicity）

大学院医学系研究科�
寄附講座教授

丹羽　利充

H21.10.19 モンゴル科学技術大学　名誉博士 博物館館長 足立　　守

H21.10.19 モンゴル科学技術大学　名誉教授 博物館助教 束田　和弘

H21.10.21 日本生化学会　第17回 JB 論文賞 大学院工学研究科研究員 カ ジュンソウ 崎山則征（大学院工学研究科研究員）、�
美宅成樹（大学院工学研究科教授）�
他２名と連名

H21.10.22 色材協会　特別講演賞 大学院工学研究科教授 高井　　治

H21.10.23 平成21年度日本血液学会奨励賞 医学部附属病院医員 島田　和之

H21.10.23 第47回日本癌治療学会学術集会優秀演題賞 大学院医学系研究科助教 松川　宜久

H21.10.24 第82回日本生化学会大会�
優秀プレゼンテーション賞

生物機能開発利用研究センター�
COE 研究員

藤田　明子 北島　健（大学院生命農学研究科教授）�
他２名と連名

H21.10.25 土木学会　環境システム優秀論文賞 大学院工学研究科准教授 谷川　寛樹 他１名と連名

H21.10.25 日本災害情報学会�
2009年廣井賞（社会的功績分野）

大学院環境学研究科教授 福和　伸夫 山岡耕春（大学院環境学研究科教授）、�
鈴木康弘（大学院環境学研究科教授）と�
連名

H21.10.30 国土交通省新道路技術会議�
優秀技術研究開発賞

大学院環境学研究科教授 森川　高行

H21.10.30 国土交通省新道路技術会議�
優秀技術研究開発賞

大学院工学研究科教授 中村　英樹

H21.11.� 6 原子力・放射線安全管理功労表彰 医学部保健学科助教 緒方　良至

H21.11.10 土木学会平成21年度全国大会�
第64回年次学術講演会　優秀講演賞

大学院工学研究科准教授 川﨑　浩司

H21.11.13 従四位瑞宝小綬章 名誉教授 藤岡　俊健

H21.11.14 日本白血病研究基金一般研究賞 大学院医学系研究科�
寄附講座助教

熱田　由子

H21.11.14 日本白血病研究基金一般研究賞 医学部附属病院医員 島田　和之

H21.11.16 第３回日本耐震グランプリ 大学院環境学研究科 建築学系
構造系教員

※�愛知建築地震災害軽減システム研究協議
会参加者

H21.11.25 財団法人NEC　C&C 財団　C&C賞 名誉教授 板倉　文忠

H21.11.26 電子情報通信学会　フェロー表彰 大学院情報科学研究科教授 間瀬　健二

H21.11.26 DAAAM（生産・オートメーション国際学会）�
Gold�Medal（2009年度）

大学院経済学研究科教授 高桑宗右ヱ門

H21.11.27 日刊工業新聞社第４回モノづくり連携大賞�
特別賞

大学院工学研究科教授 馬場　嘉信

H21.11.28 第15回日本腹膜透析研究会総会�
優秀演題賞

大学院医学系研究科�
寄附講座助教

水野　正司

H21.12.� 1 2009年ネイチャーメンター賞（生涯功績賞） 名誉教授 大澤　文夫

H21.12.� 1 日本原子力学会中部支部　奨励賞 大学院工学研究科助教 大石鉄太郎

H21.12.� 3 プラズマ・核融合学会　第14回技術進歩賞 大学院工学研究科助教 荒巻　光利

H21.12.� 4 日本放射線安全管理学会第８回学術大会�
優秀ポスター賞

アイソトープ総合センター�
特任助教

林　　裕晃 石田佳幸（アイソトープ総合センター講師）、�
柴田理尋（アイソトープ総合センター教授）
と連名

H21.12.� 5 Banyu�Chemist�Award�(BCA)�2009 エコトピア科学研究所�
准教授

坂倉　　彰

H21.12.� 8 従四位 名誉教授 柘植　利之

H21.12.11 産業環境管理協会�
環境効率アワード2009奨励賞普及促進部門

大学院環境学研究科准教授 加藤　博和
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事務職員・技術職員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H21.11.12 日本アイソトープ協会放射線取扱主任者部会 
平成21年度年次大会　最優秀ポスター賞

アイソトープ総合センター 
技術専門職員

近藤　真理

H21.11.14 日本臨床検査同学院　第25回緒方富雄賞 医学部附属病院 
医療技術部長

森下　芳孝

学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H21. 5.22 日本モビリティ・マネジメント会議 
平成21年度 JCOMM デザイン賞

大学院環境学研究科 名チャリプロ
ジェクトチーム

竹内恒夫（大学院環境学研究科教授） 
研究室

H21. 6. 3 日本伝熱学会　優秀プレゼンテーション賞 大学院工学研究科D2 鈴木　博貴

H21. 7.15 Chirality 2009　Poster Award 大学院工学研究科D1 坂野　元紀

H21. 7.27 MAS (Microbeam Analysis Society) Distinguished 
Scholar Award at Microscopy & Microanalysis 2009

大学院工学研究科D2 森下　茂幸

H21. 8.19 日本分析化学会中部支部　優秀賞 大学院工学研究科M1 朱　　　沁

H21. 8.19 日本分析化学会中部支部　支部長賞 大学院工学研究科M1 朱　　　沁

H21. 8.21 第34回教育システム情報学会全国大会 
研究奨励賞

大学院情報科学研究科M2 後藤　拓也 小尻智子（大学院情報科学研究科助教）、 
渡邉豊英（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H21. 8.26 日本建築学会　2009年優秀卒業論文賞 大学院環境学研究科M1 五十嵐　豪

H21. 9. 3 FIT2009（第８回情報科学技術フォーラム） 
FIT 論文賞

大学院情報科学研究科D1 田中　勇真 柳浦睦憲（大学院情報科学研究科准教授） 
他１名と連名

H21. 9. 4 FIT2009（第８回情報科学技術フォーラム） 
FIT 論文賞

大学院情報科学研究科M2 森　裕一朗 朝倉宏一（大同大学情報学部准教授）、 
渡邉豊英（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H21. 9. 4 日本分析化学会東京コンファレンス2009 
優秀ポスター賞

大学院工学研究科D1 安井　隆雄

H21. 9. 4 日本地質学会第116年学術大会 
優秀ポスター賞

大学院環境学研究科M2 森　　　宏

H21. 9. 5 高分子学会東海支部　学生研究奨励賞 大学院工学研究科M1 佐々木　章

H21. 9. 5 高分子学会東海支部　学生研究奨励賞 大学院工学研究科M2 伊藤　栄紘

H21. 9.11 土木学会 
第11回インターナショナルサマーシンポジウム 
優秀発表賞

大学院工学研究科D3 アルハヤシン 
ウェル 
ケーエム

H21. 9.14 日本液晶学会　虹彩賞 大学院工学研究科M1 西見　昭雄

H21. 9.15 日本金属学会　第57回論文賞 大学院工学研究科D1 塚田　祐貴 村田純教（大学院工学研究科准教授）、 
森永正彦（大学院工学研究科教授）他１名
と連名

H21. 9.16 日本金属学会 
2009年秋期大会優秀ポスターセッション 
第13回優秀ポスター賞

大学院工学研究科M2 中村　泰啓 稗田純子（大学院工学研究科助教）、 
齋藤永宏（エコトピア科学研究所教授）、 
高井　治（大学院工学研究科教授）と連名

H21. 9.16 R ’09 Twin World Congress Nagoya 
Excellent Presentation Award

大学院環境学研究科D3 鈴木　千賀 竹内恒夫（大学院環境学研究科教授）と 
連名

H21. 9.17 化学工学会 SIS 部会　優秀賞 大学院工学研究科D2 鈴木　博貴

H21. 9.17 化学工学会材料・界面部会　優秀ポスター賞 大学院工学研究科M2 加藤　裕也

H21. 9.18 化学工学会分離プロセス部会　優秀ポスター賞 大学院工学研究科M2 武市　賢治

H21. 9.18 化学工学会バイオ部会　優秀ポスター賞 大学院工学研究科D2 蟹江　　慧

H21. 9.18 the 19th Intelligent System Symposium 
(FAN2009) the 1st International Workshop on 
Aware Computing (IWAC2009)  
Best Paper Award

大学院工学研究科D1 ファン　ミン 
ツゥー

吉川大弘（大学院工学研究科准教授）、 
古橋　武（大学院工学研究科教授） 
他１名と連名

H21. 9.18 廃棄物資源循環学会 
第20回廃棄物資源循環学会研究発表会 
優秀ポスター賞

大学院環境学研究科M2 青山ちひろ
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H21.� 9.29 日本惑星科学会秋期講演会　最優秀発表賞 大学院環境学研究科D2 保井みなみ

H21.10.� 9 軽金属学会�
東海支部若手研究者ポスター講演会�
優秀ポスター賞

大学院工学研究科M1 高橋　行紀

H20.10.21 第53回日本口腔外科学会総会�
ゴールドリボン賞

大学院医学系研究科D2 杉山　昌彦

H21.10.22 第１回高分子会議（FAPS）�
Young�Scientist�Poster�Award

大学院工学研究科M2 熊野　尚美

H21.10.22 第１回高分子会議（FAPS）�
Young�Scientist�Poster�Award

大学院工学研究科D2 北浦　敦志

H21.11.2-7 IRI�2009�Workshop�(URSI/COSPAR�
INTERNATIONAL�REFERENCE�IONOSPHERE�
WORKSHOP)��
Outstanding�Student�Paper�Award

大学院工学研究科M2 市原　章光

H21.11.� 4 ACP�2009（Asia�Communications�and�
Photonics�Conference�and�Exhibition�2009）�
Best�Student�Presentation�Award�Honorable�
Mention

大学院工学研究科D1 山田　祥之

H21.11.� 8 18th�International�Micro�Robot�Maze�Contest�
Best�Effort�Award�of�Category�3b�:�Micro�Biped�
Robot�Competition-Free�Performance�keep�
walking

大学院工学研究科M1 イハ　�
レアンドロ�
ヒデオ

彦坂直樹（工学部４年）と連名

H20.11.� 8 2008年日本歯科保存学会デンツプライ賞 大学院医学系研究科D2 杉山　昌彦 服部　宇（医学部附属病院講師）、�
上田　実（大学院医学系研究科教授）、�
他３名と連名

H21.11.12 2009�IEEE�International�Conference�on�
Vehicular�Electronics�and�Safety�
Best�Paper�Award

大学院情報科学研究科M2 内藤　充美 宮島千代美（大学院情報科学研究科助教）、�
西野隆典（エコトピア科学研究所助教）、�
北岡教英（大学院情報科学研究科准教授）、�
武田一哉（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H21.11.13 日本金属学会・日本鉄鋼協会東海支部�
第19回学生による材料フォーラム�
優秀ポスター賞

大学院工学研究科D2 石黒　太浩

H21.11.18 東アジア交通学会��八十島義之助賞 大学院工学研究科D3 アルハヤシン�
ウェル�
ケーエム

中村英樹（大学院工学研究科教授）と連名

H21.11.19 鋼構造協会第17回鋼構造シンポジウム2009�
アカデミーセッション優秀発表賞

大学院環境学研究科M2 柿市　拓巳

H21.11.21 日本情報経営学会�
学会賞（平成20年度論文奨励賞）

大学院経済学研究科D3 劉　　　妍

H21.11.26 有機合成化学協会東海支部�
平成21年度優秀賞

大学院工学研究科M2 浅井　良介

H21.11.26 有機合成化学協会東海支部�
平成21年度優秀賞

大学院工学研究科M1 鳥畠　賢二

H21.11.26 有機合成化学協会東海支部�
平成21年度優秀賞

大学院工学研究科M1 深津　良太

H21.11.26 有機合成化学協会東海支部�
平成21年度優秀賞

大学院工学研究科M1 堀　　将寛

H21.11.26 有機合成化学協会東海支部�
平成21年度優秀賞

大学院工学研究科M1 岩花宗一郎

H21.11.26 有機合成化学協会東海支部　平成21年度 VIP 賞 大学院工学研究科M2 堀部　貴大

H21.11.26 有機合成化学協会東海支部　平成21年度 VIP 賞 大学院工学研究科M1 岡本　裕晃

H21.11.28 日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会�
最優秀講演賞

大学院工学研究科D1 横井　太史

H21.11.28 日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会�
最優秀講演賞

大学院工学研究科M2 吉川奈保子
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H21.11.30 Certificate�of�Merit�(Student)�for�International�
Conference�on�Signal�Processing�and�Imaging�
Engineering�2009

大学院情報科学研究科M2 関山　宜孝 渡邉豊英（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H21.11.30 Best�Student�Paper�Award�of�International�
Conference�on�Signal�Processing�and�Imaging�
Engineering�2009

大学院情報科学研究科M1 木下　泰宏 渡邉豊英（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H21.11.30 環境情報科学センター�
環境情報科学研究論文発表会�
学術委員長賞

大学院環境学研究科M2 奥岡桂次郎

H21.12.� 3 日本燃焼学会　最優秀作品賞 大学院工学研究科M2 金森　陽平 山本和弘（大学院工学研究科准教授）、�
林　直樹（大学院工学研究科助教）、�
山下博史（大学院工学研究科教授）と連名

H21.12.� 5 HAI シンポジウム2009�
Impressive�Experience�Award

平成18年度本学修了生 米澤　朋子 神山祐一（大学院情報科学研究科D3）�
他３名と連名

H21.12.11 The�9th�ASIAN�BIOCERAMICS�SYMPOSIUM�
(ABC2009)　ABC�Award

大学院工学研究科D1 横井　太史

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時

記事 月日 新聞等名

1 本学と富士通株式会社は「行動モデルに基づく過信の抑止」について�基礎学理の研究を行い、「振り込め詐欺防止」
と「交通事故抑止」の実証実験を開始する

11.16（月）
12.� 7（月）

日刊工業
中日（夕刊）

2 本学と名古屋市の社会実験「名チャリプロジェクト」の今後の課題が取り上げられる 11.16（月） 中日（朝刊）

3 私の履歴書（15）：結婚 益川敏英本学特別教授 11.16（月） 日経（朝刊）

4 「陽子線」私はこう考える（７）：安藤雄一医学部附属病院准教授は名古屋市のがん治療施設建設に対して費用対効
果の面などから反対する

11.17（火） 中日（朝刊）

5 名大サロンの主役：伊藤伸幸文学研究科助教が「中米での考古学調査」と題して講演 11.17（火） 中日（朝刊）

6 現代日本誤百科（163）：Aと Bは「イコールな感じ」町田 健文学研究科教授 11.17（火） 中日（朝刊）

7 グライダー 第29回東海・関西学生競技会：本学は団体で２位となる 11.17（火） 朝日（朝刊）

8 近現代史研究会例会開催：21日 井筒康人さん本学大学院生が話す 11.17（火） 中日（朝刊）

9 私の履歴書（16）：京都大学へ 益川敏英本学特別教授 11.17（火） 日経（朝刊）

10 水谷法美工学研究科教授が委員長を務める中部地方整備局の伊勢湾高潮災害低減方策検討委員会分科会の初会合が
開かれる

11.18（水） 読売

11 私の履歴書（17）：「混沌会」世話役 益川敏英本学特別教授 11.18（水） 日経（朝刊）

12 本学は「大学等の安全保障貿易管理体制の整備に関する研修会」を開催する：12月３日 11.18（水） 日刊工業

13 医学部附属病院循環器内科市民公開講座開催：12月12日 室原豊明医学系研究科教授、石井秀樹医学部附属病院助
教が講演

11.18（水） 中日（夕刊）

14 第18回博物館企画展「剥き出しの地球～南極大陸」開催：10月13日～12月26日 11.18（水）
11.25（水）
12.� 2（水）
12.� 9〔水）

朝日（夕刊）

15 博物館行事 ミクロの探検隊「ミクロの世界をのぞいて、放散虫の進化に触れよう！」開催：12月25日、26日 11.19（木） 読売

16 平成21年度医学教育等関係業務功労者文部科学大臣表彰：樋江井誠一医学部附属病院衛生検査技師 11.19（木） 読売

17 現代日本誤百科（165）：「家族総出」で徹夜する 町田 健文学研究科教授 11.19（木） 中日（朝刊）

18 古楽器研究会第29回定期演奏会「中世、ルネサンス、バロック期のヨーロッパの音楽」開催：21日 11.19（木） 中日（朝刊）

19 私の履歴書（18）：小林 誠君と再会 益川敏英本学特別教授 11.19（木） 日経（朝刊）

20 私の履歴書（19）：組合活動と研究 益川敏英本学特別教授 11.20（金） 日経（朝刊）

21 工学研究科は大阪大学などと連携し、「ナノ微粒子等を定量定点配置できる装置を応用した、産学官連携による多様
なアプリケーション開発」で第４回モノづくり連携大賞特別賞を受賞

11.20（金）
12.10（木）

日刊工業

22 本学大学院生らが中心となる「円頓寺映画祭2009」が開催：28、29日 上杉俊輔さん本学大学院生は「自主制作映
画とともに商店街の魅力を知ってほしい」と話す

11.20（金）
11.27（金）

読売
中日（朝刊）

23 本学が発注した大型超高圧電子顕微鏡が完成 11.20（金） 日刊工業
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記事 月日 新聞等名

24 後 房雄法学研究科教授は名古屋市長支援団体「河村サポーターズ」の世話人となり、市議会解散請求へ向けて活動
を開始する

11.20（金）

11.24（火）

読売
朝日（朝刊）
読売
他２社

25 講演会「大学教育と FD／SDの課題」開催：12月５日 夏目達也高等教育研究センター教授がパネリストとして参加 11.20（金）
12.� 6（日）

読売

26 東南アジア学会例会開催：28日 横山 智環境学研究科准教授が講演 11.20（金） 読売

27 市民公開講座「高齢期の生活習慣病」開催：22日 猪田邦雄本学名誉教授が講演 11.20（金） 中日（朝刊）

28 JICA と本学など日本の12大学が協力する「エジプト日本科学技術大学」が2010年２月に開校 11.20（金） 日刊工業

29 近代史研究会例会開催：28日 長屋孝幸附属図書館研究開発室事務補佐員が報告 11.20（金） 中日（夕刊）

30 私の履歴書（20）：小林・益川理論 益川敏英本学特別教授 11.21（土） 日経（朝刊）

31 本学の学生も参加し、ほぼ10年ぶりに東海学生山岳連盟が復活 11.21（土） 中日（夕刊）

32 私の履歴書（21）：「破れ」の重要性 益川敏英本学特別教授 11.22（日） 日経（朝刊）

33 朝日カルチャーセンター 益川敏英本学特別教授と茂木健一郎氏の対談を開催：2010年４月18日 11.22（日） 朝日（朝刊）

34 国際留学生会館が「十二単体験会」を開催し、中国人留学生の許婉蘊さん本学大学院生がモデルとなる 11.22（日）
11.23（月）

読売
中日（朝刊）

35 私の履歴書（22）：実証実験へ 益川敏英本学特別教授 11.23（月） 日経（朝刊）

36 医学部附属病院で脳死患者から提供された肝臓の移植手術が行われる予定 11.23（月） 日経（朝刊）
他２社

37 現代日本誤百科（166）：この料亭は「敷居が高い」町田 健文学研究科教授 11.23（月） 中日（朝刊）

38 愛知県室内アーチェリー：山本真也さん本学学生（リカーブ １位） 11.23（月） 中日（朝刊）

39 アメリカンフットボール 東海学生リーグ入れ替え戦：本学は27-0で信州大学に勝利 11.24（火） 中日（朝刊）

40 私の履歴書（23）：「堕落の80年代」益川敏英本学特別教授 11.24（火） 日経（朝刊）

41 本学など10大学の理学部長が行政刷新会議の「事業仕分け」による科学技術関連予算の凍結削減に対し緊急提言を
行う

11.24（火） 中日（朝刊）

42 中日文化センター：「『十八史略』、その興亡史を読む」竹内弘行本学名誉教授 11.24（火）
12.� 9（水）

中日（夕刊）

43 本学など９大学の総長らは行政刷新会議の「事業仕分け」における大学研究・教育資金の大幅削減に反対する共同
声明を発表 濵口総長は「コンクリートから人へといいながら、人材育成の投資削減はおかしい」と話す

11.24（火）

11.25（水）

日経（夕刊）
朝日（夕刊）
日刊工業
他２社

44 私の履歴書（24）：証明を見守って 益川敏英本学特別教授 11.25（水） 日経（朝刊）

45 春名幹男国際言語文化研究科教授は外相が設置する日米の ｢密約」を検証する有識者委員会の一員となる 11.25（水） 読売

46 現代日本誤百科（167）：感動して「鳥肌が立つ」町田 健文学研究科教授 11.25（水） 中日（朝刊）

47 濵口総長は定例記者会見で行政刷新会議の「事業仕分け」で科学技術予算の削減が相次いでいることについて「日
本は死んでしまう」と批判する

11.26（木） 毎日（朝刊）

48 レーザー：濵口総長は本学の弱点を「知名度」と分析し、知名度向上に力を注ぐ 11.26（木） 日刊工業

49 カザフスタン駐日大使が本学を訪問し、教員や学生と懇談する 11.26（木）
11.27（金）

読売
中日（朝刊）

50 私の履歴書（25）：ノーベル賞の報 益川敏英本学特別教授 11.26（木） 日経（朝刊）

51 現代日本誤百科（168）：株価上昇は「日本固有」の現象 町田 健文学研究科教授 11.26（木） 中日（朝刊）

52 野依良治本学特別教授、小林 誠本学特別教授を含むノーベル賞受賞者たちが行政刷新会議の「事業仕分け」による
科学技術予算の削減に対し緊急声明を発表

11.26（木） 日刊工業
他６社

53 本学は「東海広域ナノテクものづくりクラスター」に参画する 11.26（木） 日刊工業

54 本学は名古屋工業大学、産業技術総合研究所中部センターと共同でナノテクノロジー関連分野で基本特許に周辺特
許を組み合わせる特許群づくりに着手する

11.26（木） 日刊工業

55 本学・国連大学・財団法人国連大学協力会共催シンポジウム「資源としての生物多様性を考える－ COP10にむけて」
開催：26日 井村秀文環境学研究科教授、渡邊幹彦同特任教授、戸丸信弘生命農学研究科教授、武田�穰産学官連携
推進本部教授が講演

11.27（金） 読売
毎日（朝刊）

56 私の履歴書（26）：初の海外渡航 益川敏英本学特別教授 11.27（金） 日経（朝刊）

57 本学は26日に入試要項を発表 11.27（金） 中日（朝刊）

58 野依良治本学特別教授、小林 誠本学特別教授などノーベル賞受賞者が科学技術予算の復活を求め首相に直談判する 11.27（金） 中日（朝刊）
他４社

59 故・内田茂男本学名誉教授お別れの会：12月12日 11.27（金） 朝日（朝刊）

60 本学をはじめとする東海・北陸地域の国立大学12校の学長らが行政刷新会議の ｢事業仕分け」における科学技術や
学術関係の予算削減に異議を唱える共同声明を発表 濵口総長は「人材育成に投資をしていくことが日本の発展のカ
ギだ」と訴える

11.28（土） 中日（朝刊）
他６社
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61 わが青春の母校：本学が「長い歴史を誇る中部の頭脳」として紹介される 11.28（土） 毎日（朝刊）

62 私の履歴書（27）：南部陽一郎先生 益川敏英本学特別教授 11.28（土） 日経（朝刊）

63 東海がんプロフェッショナル養成プラン 平成21年度市民公開講座「最近のがん治療について」開催：12月13日 
伊藤善之医学系研究科准教授、杉下美保子医学系研究科特任助教が講演

11.28（土） 中日（朝刊）

64 平成21年度留学生センター地域貢献特別支援事業「若者のための日本語ボランティア入門講座」開催：12月11日 11.28（土）
12.� 1（火）

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

65 私の履歴書（28）：「200年」発言 益川敏英本学特別教授 11.29（日） 日経（朝刊）

66 私の履歴書（29）：自然は奥深い 益川敏英本学特別教授 11.30（月） 日経（朝刊）

67 現代日本誤百科（169）：「人間力」町田 健文学研究科教授 11.30（月） 中日（朝刊）

68 「宇宙航空シンポジウム＠名古屋大学」開催：12月７日 佐宗章弘工学研究科教授、塩川和夫太陽地球環境研究所教
授、國枝秀世理学研究科教授、中村健治地球水循環研究センター教授、家森信善経済学研究科教授、金田英宏理学
研究科准教授が話す

11.30（月） 日刊工業

69 中部学生氷上フィギュア：友松啓一さん本学学生（Aクラス男子１位）、山本智美さん本学学生（Bクラス女子１
位）、原田 慧さん本学学生（Dクラス男子１位）

11.30（月） 中日（朝刊）

70 日本学生オリエンテーリングロング：林 真一さん本学学生（3位） 11.30（月） 中日（朝刊）

71 看護・医療・福祉系大学特集：医学部附属病院小児科学講座は開講100年を迎える 小島勢二医学系研究科教授は小
児医療の更なる発展に向けて貢献したいと語る

11.30（月） 日経（夕刊）

72 本学などの研究チームは原子ガスが収縮して巨大な分子雲が作られる様子を初めて三次元的に明らかにする 
福井康雄理学研究科教授は「三次元解析によって分子雲の形成や成長に重力が重要な働きをしていることを明らか
にした点で画期的。今後、銀河の進化や太陽系の起源の解明につなげたい」と話す

12.� 1（火）
12.� 8（火）

毎日（朝刊）
朝日（朝刊）

73 現代日本誤百科（170）：妻は夫に従うものという「概念」町田 健文学研究科教授 12.� 1（火） 中日（朝刊）

74 第４回先端医療ヘルスケアセミナー開催：19日 12.� 1（火） 中日（朝刊）

75 環境学研究科加藤研究室の「交通システムにおける環境効率指標と交通エコレポートの提案」が「環境効率アワー
ド2009」の奨励賞を受賞

12.� 1（火） 日刊工業

76 現代日本誤百科（171）：「命だけは助かれ」町田 健文学研究科教授 12.� 2（水） 中日（朝刊）

77 大澤文夫本学名誉教授が「ネイチャーメンター賞」に選ばれる 12.� 2（水）

12.� 4（金）

毎日（朝刊）
中日（朝刊）
朝日（朝刊）

78 理学部制作のDVD「名古屋大学から世界の頂点をめざして 下村 益川 小林３氏のノーベル賞への軌跡」が「映文
連アワード2009」で文部科学大臣賞を受賞

12.� 2（水） 読売

79 第79回全日本アマチュアボクシング選手権大会に出場したボクシング部の板谷憲志さん本学学生（フェザー級３
位）と杉浦源太さん本学学生（１回戦敗退）が紹介される

12.� 2（水） 中日（夕刊）

80 現代日本誤百科（172）：「お声がけ」ください 町田 健文学研究科教授 12.� 3（木） 中日（朝刊）

81 ネイチャーメンター賞を贈られた大澤文夫本学名誉教授のプロフィールが紹介される 12.� 3（木）
12.� 5（土）
12.� 7（月）

中日（朝刊）

日経（朝刊）

82 渋谷典子さん本学大学院生が新刊「女性たちの大学院」の編集者兼著者として紹介される 12.� 3（木） 読売

83 愛知県が本学に若手の医師の教育指導などを行う「地域医療支援センター」を設置する 12.� 3（木） 中日（朝刊）

84 本学は来年３月ウズベキスタンに海外事務所を設置する 12.� 4（金） 読売
日刊工業

85 第23回中日産業賞：濵口総長が選考委員を、内山�晉本学名誉教授、岡本佳男本学特別招へい教授、河本邦仁工学研
究科教授、垣沼淳司元本学教授が専門委員を務める

12.� 4（金） 中日（朝刊）

86 「とよたビジネスフェア」開催：17～18日 17日に齋藤永宏エコトピア科学研究所教授が講演 12.� 4（金） 日刊工業

87 地球水循環研究センター公開講演会「気象現象を観る・気象現象を測る」開催：５日 上田 博地球水循環研究セン
ター長が講演

12.� 4（金） 読売

88 第30回博物館コンサート「ようこそ、ジャズの響くミュージアムへ。」開催：５日 12.� 4（金） 毎日（朝刊）

89 本学と名古屋市が実施している社会実験「名チャリプロジェクト」が順調な滑り出しを見せ、発案者の竹内恒夫環
境学研究科教授は「確実に浸透してきた」と話す

12.� 5（土） 朝日（夕刊）

90 教養教育院プロジェクトギャラリー clas 展覧会「found�1000-seeds�works 展－千の種あかし隊の８年－」開催：
14日～18日 14日には小松 尚環境学研究科准教授と名古屋市立大学教授�鈴木賢一氏のトークイベントを開催

12.� 5（土）
12.15（火）

中日（朝刊）
朝日（夕刊）

91 本学が関わる産学官共同研究施設「知の拠点」への補助金配分が決定し、シンクロトロン光利用施設整備に充てら
れる

12.� 5（土） 中日（朝刊）
他３社

92 教育の無償化を求めるシンポジウム開催：５日 石井拓児教育発達科学研究科助教がパネリストとして参加 12.� 5（土）
12.� 6（日）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）

93 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授はアメリカのアフガン新戦略について語る 12.� 6（日） 中日（朝刊）

94 10月25日に開催された市民公開講座「放っておけない C型肝炎～ここまで進んだ最新治療～」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

12.� 6（日） 中日（朝刊）
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95 本学は文部科学省の「がんプロフェッショナル養成プラン」として「臓器横断的がん診療を担う人材養成プラン」
を実施する

12.� 6（日） 日経（朝刊）

96 本学をはじめとする愛知県内の国立大学４校の学長が民主党愛知県総支部連合会に科学予算復活を直訴する 12.� 7（月） 読売
他３社

97 飯島澄男本学特別招へい教授が名古屋市で文化勲章受章記念講演を行う 12.� 7（月） 中日（朝刊）
読売

98 現代日本誤百科（173）：サウナは「汗を流してご利用ください」町田 健文学研究科教授 12.� 7（月） 中日（朝刊）

99 東海学生駅伝：本学は２位となる 12.� 7（月） 中日（朝刊）

100 サッカー 東海大学リーグ入れ替え戦第１日：本学は1-0で愛知学泉大学に敗れる 12.� 7（月） 中日（朝刊）

101 福田敏男工学研究科教授、中島正博工学研究科助教は大腸菌の推進力を生み出す器官のべん毛の回転を制御する技
術を確立する

12.� 7（月） 日刊工業

102 古川鋼一医学系研究科教授は細胞膜に存在する「糖鎖」に異常があると免疫システムが過剰に活性化し、脳細胞が
攻撃されるとアルツハイマー病などの病状と類似した症状が出ることを突き止める

12.� 8（火） 日刊工業
読売

103 現代日本誤百科（174）：二人が似ているのは「奇遇」だ 町田 健文学研究科教授 12.� 8（火） 中日（朝刊）

104 愛知県医師会健康教育講座「知って納得！肝” 腎” かなめの腎臓クン－元気な腎臓・長寿の秘訣」開催：11日 安田
宜成医学系研究科 CKD（慢性腎臓病）地域連携システム寄附講座准教授が講演

12.� 8（火）
12.10（木）

中日（朝刊）
読売

105 バトミントン 東海大学選手権第１日：本学は3-0で中京大学に敗れる 12.� 8（火） 中日（朝刊）

106 學生之新聞：田村洸樹さん本学学生はナゴヤドームの地下にある地下鉄車庫を取材し編集後記を執筆する 岡本美紀
さん本学学生も取材スタッフとして参加

12.� 8（火） 中日（朝刊）

107 叙位叙勲：柘植利之本学名誉教授 従四位 12.� 9（水） 読売

108 池内 了本学名誉教授は行政刷新会議の「事業仕分け」について「未来を見据えた科学技術政策を練ることのほうが
先ではないか」と語る

12.� 9（水） 中日（朝刊）

109 本学と三重大学の共同チーム うろこが透明で解剖せずに体内の様子を観察できる金魚を開発 12.10（木）
12.14（月）

読売
朝日（夕刊）

110 現代日本誤百科（176）：「上や下への大騒ぎ」町田 健文学研究科教授 12.10（木） 中日（朝刊）

111 シンポジウム「名古屋の健康まちづくり」開催：１月13日 岩尾聡士経済学研究科社会福祉経済学（アイカ工業）寄
附講座教授がパネリストとして参加

12.10（木） 中日（朝刊）

112 名古屋市立大学「COP10と環境まちづくりシンポジウム」開催：19日 宗宮弘明生命農学研究科教授が講演 12.10（木） 中日（朝刊）

113 バトミントン 東海大学選手権第３日： 本学は静岡大学に3-0で敗れる 12.10（木） 中日（朝刊）

114 本学で９日に五輪招致と課題をテーマに読売新聞特別講座が行われる 出席したプリトパル・ギルさん本学大学院生
は「北京五輪と同様に、五輪開催には政治的な側面があると思う」と話す

12.10（木） 読売

115 濵口総長は第８回読売・大学中部地区懇話会に出席し「大学は透明化し、研究成果をもっと社会に説明する必要が
ある」と話す

12.11（金） 読売

116 とよた科学体験館天文セミナー「宇宙の始まりに迫る」開催：１月24日 杉山 直理学研究科教授が解説 12.11（金） 毎日（朝刊）

117 バトミントン 東海大学選手権第４日目：本学は3-0で愛知学院大学に敗れる 12.11（金） 中日（朝刊）

118 附属図書館は今年４月よりトヨタエンタプライズの省エネ支援サービスを導入し運用コストや二酸化炭素排出量面
で効果を見込む 2010年春からは医学部の施設でも同サービスを導入する予定

12.11（金） 日経（朝刊）

119 奥村隆平経済学研究科教授は来年からの中部経済の行方を解説する 12.12（土） 朝日（朝刊）

120 井口昭久本学名誉教授は人は過去を思い将来に不安を抱き、サルのようには今を生きるということが難しいと語る 12.12（土） 朝日（朝刊）

121 バトミントン 東海大学選手権入れ替え戦：本学は日本福祉大学に3-0、名城大学に3-2で破れ１部６位となる 12.12（土）
12.13（日）

中日（朝刊）

122 理学研究科出身の若手研究者ら79人が文部科学省などに対し若手への支援継続を求める意見書を提出 12.13（日） 読売

123 本学と名古屋市が実施する社会実験「名チャリプロジェクト」が予想を上回る人気を博す 実験リーダーを務める
八木俊信さん本学大学院生は「将来名チャリが導入されるように、出来ることをやりたい。ボランティアの力を借
りるのも一つの手段では」と話す

12.13（日） 読売

124 古希の名大 第３部 国際化への挑戦（１）：本学は海外知名度が低いという課題を自覚し国際化に向けて本格的に
動く 渡辺副総長は「学部留学生が少ないことも課題」と話す

12.15（火） 日経（朝刊）

125 朝日環境特集 LED が拓く地球環境編：赤﨑 勇本学特別教授が窒化ガリウムに着目し、青色 LED研究・開発を一気
に加速させたことが紹介される

12.15（火） 朝日（朝刊）

126 佐藤彰一文学研究科特任教授が日本学士院の会員に選ばれる 12.15（火） 中日（朝刊）
他４社

127 本学、愛知県立大学、南山大学、静岡大学の４大学がトヨタ自動車などの11の企業と連携して行っている修士学生
対象の実践的なソフトウェア工学教育が注目を集める

12.15（火） 日刊工業

128 坪井秀人文学研究科附属日本近現代文化研究センター長は「マンガやアニメを学問とすることに異論もあるが、
現代社会を研究する上で必要なこと。もちろん活字文化の研究も重要で幅広い分野に関心を持つことが大事だ」
と話す

12.15（火） 中日（朝刊）

129 サロンの主役：安藤隆穂経済学研究科教授が「フランス自由主義への思想史的アプローチ」と題して講演 12.15（火） 中日（朝刊）
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130 現代日本誤百科（177）：「結果論として」町田 健文学研究科教授 12.15（火） 中日（朝刊）

131 第９回遺伝子実験施設公開セミナー「次世代シーケンサーを用いた最先端のゲノム研究と生命科学の新しい潮流」
開催：15日

12.15（火） 中日（朝刊）

132 愛知県新人卓球：加藤雅士さん教育学部附属高等学校生（男子シングルス１位） 12.15（火） 中日（朝刊）

133 上村大輔本学名誉教授と筑波大学の研究チーム カモノハシのオスが分泌する蹴爪の毒液から痛みを引き起こすと
みられる物質を発見

12.15（火） 中日（夕刊）

134 名古屋大学英文学会クリスマスセミナー「アメリカ文学における知性と反知性の構図―James,�Steinbeck,�Warrenの
描く医師の姿を通して―」開催：18日

12.15（火） 中日（夕刊）

開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

１月19日（火）～２月６日（土）
場　　所：博物館展示室
　　　　　休館日：日・月曜日
　　　　　野外観察園セミナーハウス
　　　　　休館日：土・日曜日
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

博物館ボタニカルアート作品展

１月20日（水）、２月４日（木）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第56回、第57回防災アカデミー
講演題目：「伝え手から見た阪神淡路大震災15年
　　　　　 ー神戸はどう変わったかー」（1/20）
講 演 者：磯辺康子氏（神戸新聞社）
講演題目：「災害は短く、その恵は長い：災害観再考」（2/4）
講 演 者：田中重好（環境学研究科教授）

１月23日（土）
場　　所：医学部鶴友会館２階大会議室
時　　間：14：00～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
医学部附属病院薬剤部　052-744-2672
医学部・医学系研究科
学務課　052-744-1981

東海がんプロフェッショナル　養成プラン 
平成21年度薬剤師セミナー
テ ー マ：「がん治療における薬剤師の役割」
講演題目：「抗がん剤暴露の現状と対応策」
講 演 者：谷村　学氏（山田赤十字病院薬剤部）
講演題目：「がん治療における薬剤師の役割
　　　　　 －愛知県がんセンター中央病院での取り組み－」
講 演 者：立松三千子氏（愛知県がんセンター中央病院薬剤部薬剤科長）
講演題目：「化学療法の副作用対策への関わり」
講 演 者：遠藤一司氏（国立がんセンタ－東病院薬剤部長）

１月23日（土）、24日（日）
場　　所：文系総合館304号室
　　　　　（コンピュータ室）
時　　間：13：00～18：00（1/23）、
　　　　　10：00～15：20（1/24）
定　　員：30名
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科　玉岡賀津雄教授
tamaoka@lang.nagoya-u.ac.jp

対話創成力プロジェクト講演会及びワークショップ
講演題目：「日本語コーパスの最新の検索エンジンと分析」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

１月23日（土）、２月６日（土）、２月20日（土）
場　　所：経済学部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：「聖母マリアを描いた絵画を読む」（1/23）
講 演 者：木俣元一（文学研究科教授）
講演題目：「宇宙を実感してみよう：
　　　　　 ガリレオから400年、現代の望遠鏡と宇宙像」（2/6）
講 演 者：田原　譲（エコトピア科学研究所教授）
講演題目「電波望遠鏡で探る地球大気環境：パート２」（2/20）
講 演 者：水野　亮（太陽地球環境研究所教授）

１月29日（金）
場　　所：環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：13：30～17：15

［問い合わせ先］
工学部・工学研究科　総務課　052-789-3404

平成21年度工学研究科懇話会
テ ー マ：「工学研究科附属センター群への期待と展望」

２月５日（金）
場　　所：博物館講義室
時　　間：14：00～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第31回博物館コンサート（NUMCo） 
「早春の音楽会Ⅰ（弦楽四重奏）」
演 奏 者：カルテット・フリーセント

２月18日（木）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：30～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第109回博物館特別講演会
講演題目：「海からのメッセージ～漂着クジラが語ること」
講 演 者：山田　格氏（国立科学博物館）

３月１日（月）
場　　所：豊田講堂
時　　間：10：00～11：00

［問い合わせ先］
教育学部附属学校
齋藤眞子副校長　052-789-2680

教育学部附属高等学校 
卒業式

３月13日（土）
場　　所：IB 電子情報館
時　　間：10：00～17：50
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
近田政博准教授　052-789-5696

大学教育改革フォーラム in 東海2010

３月15日（月）、16日（火）
場　　所：環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：13：00～17：30（3/15）、
　　　　　９：00～17：30（3/16）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
GCOE 事務局　052-747-6521

グローバル COE プログラム 
「地球学から基礎・臨床環境学への展開」
アジアにおける複合的環境問題に関する国際シンポジウム 
－地球学から基礎・臨床環境学へ－
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　本号をもって、名大トピックスは発行200号を迎えま
した。
　名大トピックスが創刊されたのは、平成５年２月。そ
れまで本学の広報誌といえば、学内規則、人事異動等の
内部情報を中心に掲載する官報的な性格を持つ季刊広報
誌『学報』でしたが、名大トピックスは、よりニュース
性に重点を置き、毎月発行することで、迅速に大学の取
り組みを伝えることを目的とした広報誌として創刊され
ました。時同じくして、国立大学初の情報発信専用施設
である広報プラザの建設が着工、同年９月に竣工しまし
た。このころは、本学の広報における黎明期と言えるで
しょう。しかし、当時の名大トピックスは、本学構成員
や名誉教授等の本学関係者に対する広報、つまり学内広
報に主眼を置いており、学外への広報という視点が欠け
ていました。
　20号からは、B5サイズだった冊子形態が読みやすさ
に配慮した A4サイズになり、平成13年10月には、発行
100号を迎えました。このころには、モノクロだった紙
面が一部カラーに変わり、本学構成員だけでなく同窓会
や企業等にも送付しています。また、新年特別号、21世
紀 COE 特集号を発行するなど、新たな企画も登場し、
社会との連携を深める手段としての情報発信を意識する
ようになりました。

　平成16年４月、国立大学法人化により名古屋大学は転
換期を迎えました。自主的な運営が求められる環境に
あって、広報活動の重要性が急激に高まったのを機に、
法人化から１年経った平成17年４月発行の143号で、創
刊以来初めてとなる全面リニューアルが行われました。
ニュースに加え、施設紹介コーナー、役員・学生・同窓
生・職員等による執筆コーナー等を設け、コンテンツの
充実を図るとともに、表紙を含めて全体のデザインを一
新し、名大トピックスを主に学外を対象とした総合広報
誌と位置付け、現在の形になりました。
　国立大学の法人化により、大学には、社会への説明責
任、研究・教育成果の社会への還元が一層求められるよ
うになり、これらを学外に知らせる機能、つまり広報が
クローズアップされてきました。広報の力は、担当部署
だけでなく、構成員一人ひとりが本学の活動を広報する
主体であり客体であるという気概を持って、広報活動を
していくことで発揮されると思います。
　名大トピックスは、本学の広報活動の一部に過ぎませ
んが、月に１度、みなさまと本学とをつなぐ扉として、
常に広く、公正な視点で、本学の今をお伝えできればと
思っています。
　今後とも本学の広報活動にご協力のほど、宜しくお願
いします。
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　昨年末、三重県在住の石岡あづみ氏より、お父上の
石岡繁雄氏（以下敬称略）が所蔵していた名古屋帝国大学
卒業記念品が大学文書資料室に寄贈されました。
　石岡（旧姓若山）繁雄（1918－2006）は、第八高等学校
時代から山岳部に所属し、戦後には穂高の屏風岩を正面か
ら初登

とう

攀
はん

するなど登山界で活躍した人物で、名古屋大学山
岳会の会長も務めていました。また、1955（昭和30）年に

「ナイロンザイル事件」で実弟を亡くしたことで、それ以
降は社会的な側面でも注目されました。
　石岡は1940（昭和15）年、名古屋帝国大学理工学部電気学
科に第一期生として入学しました。この年入学の学生は、
戦争の影響から在学期間が急きょ短縮され、卒業式が執り
行われたのは1942年９月28日のことでした。突然のことで
したので卒業生を一堂に集めた卒業式はできず、そのため
当時総長だった澁澤元治は、自分のおこなった告辞を印刷

したものを配布して対応しました。
　こうした慌ただしい卒業式でしたが、石岡家にはこの時
の卒業記念品の抹茶茶碗がほとんど使われることなく、そ
のままのかたちで保存されてきました。
　茶碗は美濃焼の一種である鼠志野で、茶碗を入れる小箱
のふたの裏に「名古屋帝国大学卒業記念　若山繁雄」と書
かれています。茶碗の作者は加藤春二（1892－1979）とい
う陶芸家で、茶碗には「㐂（喜）茶吸露」と読むと思われる
四字と鳥の絵が描かれていました。今回寄贈いただいたの
はこの茶碗です。
　ただ、この茶碗は大学が全学生に配布したものか、理工
学部（工学部）のものなのか、もしくは個人的な記念品な
のかなどの情報はまだ不明です。詳しい情報をおもちのか
たはぜひご連絡ください。

１ ２ ３

４

５

１　�1942（昭和17）年９月28日の卒業式における澁澤元治による総長告辞の印刷され
配布された小冊子の実物。（石岡あづみ氏所蔵）

２　�石岡繁雄氏（86歳当時のもの。石岡あづみ氏所蔵）。第八高等学校を経て名古屋帝
国大学理工学部電気学科を卒業し、戦後は三重県立旧制神戸中学（現神戸高校）の
物理学教師に着任。そこで山岳部を創設し、生徒２人とともに穂高屏風岩を正面か
ら初登攀。広くその偉業が知れ渡った。

　　�1950年には名古屋大学学生部の職員となる。1955年の「ナイロンザイル事件」は
その後の石岡の安全に対する信念とその立証に影響を与えた。またこの事件の体験
は井上靖の小説『氷壁』のモチーフにもなったことでも知られる。

３　�名帝大理工学部時代の石岡繁雄（写真左）。
４　�小箱に入った茶碗。ふたの裏には「名古屋帝国大学卒業記念　若山繁雄」と書かれ

ている。
５　�茶碗に書かれている四字。「㐂茶吸露（きちゃきゅうろ）」かと思われる。
　　�左の文字は「筆」で、その下にこれを書いた人の判が押されている。

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

93 石岡繁雄の名古屋帝国大学卒業記念品
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