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　第２回「開発のためのアジア学術ネットワーク（ANDA）」
国際セミナーが、１月８日（金）から10日（日）までの間、カ
ンボジア プノンペンにおいて、王立プノンペン大学の協
力のもと開催されました。同セミナーは、平成20年度に日
本学術振興会（JSPS）「アジア・アフリカ学術基盤形成事業」
として採択された研究交流課題「グローバル化時代のアジ
アにおける新たなダイナミズムの胎動と産業人材育成」の
一環として開催されたもので、昨年１月にタイ バンコク
で開催された第１回 ANDA 国際セミナーで正式に発足し
た同ネットワークを発展させ、国際共同研究の進捗状況を
発表することを目的としています。ANDA は、アジア11
カ国の拠点大学及び協力大学を結ぶネットワークであり、
共同研究の成果の発信や学術交流を通じて、アジア域内に
横断的に存在する諸課題の解決に向けて共同して貢献する
ことを目指しています。
　セミナーは英語で行われ、アジア11カ国から研究者、 
大学院生、援助機関職員など約90名が参加しました。開

会セッションでは、ラブ・チーブ・イーブ王立プノ
ンペン大学長、濵口総長による開会のあいさつの後、
ピット・チャムナン カンボジア教育省長官による基調講
演が行われ、続いて、黒木雅文カンボジア特命全権大使、
鈴木康次郎国際協力機構カンボジア事務所長、プツゥ・
カマヤナ アジア開発銀行カンボジア事務所長から祝辞が
述べられ、同事業のリーダーである岡田亜弥国際開発研究
科教授による事業の概要説明が行われました。
　続いて、同事業が取り組む３つの研究テーマに沿って行
われた10の学術セッションでは、２日間にわたり、活発な
議論が行われ、合計23本の論文が報告されました。
　３日目には、若手研究者の育成・研究能力向上のため、
４つの学生セッションが設けられ、本学など４大学から大
学院生10名が研究報告を行い、参加者からコメントを得ま
した。続いて、第２回 ANDA 運営会議が開催され、次回
ANDA 国際セミナーを2011年に名古屋で開催することが
決定されました。
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　閉会セッションでは、ネット・バロム カンボジア王立
アカデミー副所長、角田亜紀子 JSPS バンコク事務所副所
長、山本総長顧問によるスピーチが行われたあと、二村国
際開発研究科長による閉会の辞をもって盛会かつ成功裡に
終了し、大変実り多いセミナーとなりました。
　また、９日（土）には、王立プノンペン大学において、本
学と同大との全学間学術交流協定が締結され、濵口総長と
イーブ学長による調印式が執り行われました。カンボジア
の中核的な国立総合大学である王立プノンペン大学とは、
大学院国際開発研究科との間に1998年に部局間学術交流協
定が締結され、以来、非常に活発な学術交流が行われてき

ましたが、今回全学間での協定として締結されたことで、
より幅広い分野で一層活発な学術交流が推進され、両国の
交流及びカンボジア発展のための支援による積極的な貢献
が期待されます。
　同日夜には、2008年に設立された名古屋大学全学同窓会
カンボジア支部のレセプションが、プノンペン市内で開催
され、濵口総長をはじめとした本学教職員や学生、カンボ
ジアやアジア各国から参加した同窓生など約100名が出席
し、大変盛会となりました。
　今後もカンボジアの同窓生ネットワークが一層拡大し、
より活発な交流が展開することが期待されます。
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　平成22年度大学入試センター試験が、１月16日（土）、17
日（日）の２日間、全国725会場で実施され、本学関係で
は、東山キャンパスや学外の高等学校など合計８会場で約
6,600名が受験しました。
　今年度の大学入試センター試験の全国志願者数は、前年
度より9,387名増えて553,368名となりました（1.7%増）。

　試験当日は、午前８時すぎにはコートやマフラーに身を
包んだ受験者が会場に集まり始め、参考書やノートで最終
チェックをしたり、友人との会話でリラックスするなどし
て、各々の方法で試験に備えていました。また、東山キャ
ンパスでは、高校ごとに集合し、教師から激励を受け、健
闘を誓い合う受験者の姿が見られました。
　今年度は新型インフルエンザの全国的な流行もあり、そ
の対策として、各試験場入り口には消毒液を用意し、感染
予防の注意喚起を行いました。
　試験当日は両日とも晴天に恵まれ、各試験場では、１日
目及び２日目の試験科目が順調に実施され、大きな混乱も
なく無事試験が終了しました。
　濵口総長と高橋理事も各試験場を訪問し、試験場主任及
び教職員をねぎらいました。
　なお、平成22年度の大学入試センター試験の追試験は特
例として各都道府県で実施され、愛知県は本学東山キャン
パスを試験会場として１月30日（土）、31日（日）に実施され
ました。

　名古屋大学全学同窓会関東支部新年交流会が、１月14日
（木）、東京都千代田区の学士会館において開催されました。
　全学同窓会関東支部は、平成15年３月に設立されて以
来、名古屋大学東京フォーラムの支援を始め、関東で開催
される各種の大学イベントへの協力など、主に関東地区
在住の本学関係者との連携を深めるために活動を続けてお

り、今回の交流会は、「医学教育の曙からノーベル賞まで」
と題した本学創立70周年の記念展示に併せての開催となり
ました。
　交流会では、昭和17年卒から平成21年卒までの240名を
超える同窓生が会場を埋めつくす中、まず、関東支部長の
丹羽宇一郎伊藤忠商事株式会社取締役会長及び濵口総長の
あいさつにがありました。次に、小林　誠本学特別教授か
ら、理学部 E 研時代の思い出について話があり、参加者
は興味深く聞き入っていました。
　続いて、榊原定征東レ株式会社代表取締役社長の発声で
乾杯した後、歓談に移り、世代を超えた同窓生同士の交流
と久しぶりの旧友との再会を楽しむ姿があちらこちらで見
られました。歓談の合間には、伊藤義人全学同窓会代表幹
事から、海外支部の設立状況や同窓会カード事業などの活
動について報告がありました。最後に、本学のますますの
発展を祈念して、参加者全員で「若き我等」と「伊吹おろ
し」が合唱され、再会の約束がかわされる中、散会となり
ました。
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　第２回高等研究院レクチャー ｢マイクロ・ナノメカトロ
ニクスの衝撃｣ が、１月15日（金）、シンポジオンホールに
おいて開催されました。
　まず、近藤高等研究院長、濵口総長のあいさつの後、マ
イクロ・ナノメカトロニクス分野の最新研究成果について
の講演が行われました。｢マイクロ・ナノメカトロニクス」

とは、マイクロマシンやナノテクノロジーを応用して、従
来の機械とはスケールや構造、製作原理まで全く異なった
新しい微細技術を実現する技術の総称です。
　まず、グローバル COE「マイクロ・ナノメカトロニク
ス教育研究拠点」のリーダーである福田敏男工学研究科教
授が「マイクロ・ナノメカトロニクスから夢のバイオロ
ボットへ」と題して、マイクロ・ナノスケールに応じたマ
イクロ・ナノメカトロニクスの研究状況とその未来応用で
あるバイオロボットについて分かりやすく講演しました。
　続いて、同拠点の佐藤一雄同研究科教授が「MEMS（マ
イクロメカトロニクス）に科学を：シリコン結晶異方性エッ
チングの物理化学」と題し、わずかなエッチング条件で異
方性が大きく変化する現象について講演しました。引き続
き、藤江正克早稲田大学創造理工学研究科教授が、「先進
医療ロボットの楽しみ」と題し、マイクロ・ナノメカトロ
ニクス技術のデバイスやシステムの人間健康・福祉社会へ
の驚くべき貢献とその未来について講演しました。講演後
には、活発な質疑応答が行われ、本学教職員、学生や一般
の方々など約150名が参加した熱気溢れるレクチャーとな
りました。

　宇宙航空シンポジウムが、12月７日（月）、シンポジオン
ホールにおいて開催されました。
　同シンポジウムは、本学と独立行政法人宇宙航空研究開
発機構（JAXA）との更なる研究開発、教育・人材育成等
の幅広い分野での連携、地域社会への貢献を目的に連携協
力協定が締結されてから１年が経過したことを機に、活動

の内容を双方の組織及び産業界の方々に紹介するため開催
したもので、当日は研究者や学生、地域の産業界から114
名の参加がありました。
　シンポジウムでは、最初に濵口総長から、両機関の活動
による中部地域の航空宇宙産業の活性化への期待が述べら
れました。続いて、小野田淳次郎 JAXA 理事から「最近
の JAXA の動き」、彦坂謙二経済産業省中部経済産業局参
事官から「中部地区の航空宇宙産業とこれからの産学官連
携について」と題した基調講演がありました。
　また、両機関の連携にとって重要な柱となる分野である

「航空宇宙機設計」、「太陽地球環境」、「X 線・赤外線天文」、
「水循環」の研究者から、これまでの活動に対する報告と
今後の取り組みについて発表があり、さらに、人文・社会
科学的課題として、家森信善経済学研究科教授が「グロー
バル金融危機後の中部経済の現状と航空・宇宙産業への期
待」と題して講演を行いました。
　参加者からは、経済や産業に関する質問が多く寄せら
れ、航空宇宙産業への感心と期待の大きさがうかがえまし
た。シンポジウム終了後に行われた懇談会には38名の参加
があり、部局間、分野間、産学間での交流を深めました。
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　年末キャンパスクリーン（屋外清掃）が、12月16日（水）、
全学の教職員及び学生の参加を得て実施されました。
　これは、例年、６月の名大祭終了後に実施される環境美
化週間「キャンパスクリーンウィーク」とともに、大学構
内環境美化運動の一環として、平成元年から実施している
ものです。
　本部からは約100名の参加があり、奥村施設管理部長の
あいさつの後、一斉に東山キャンパス構内及び周辺の市道
に分かれ、空き缶、紙くず、落ち葉等の収集、側溝の清掃
などを行いました。
　本学では、今後も年２回のキャンパスクリーンを継続し
て実施することにより、「ゴミのないきれいなキャンパス」
を目指していきます。

　第26回経営協議会が、12月20日（日）に開催されました。
　会議では、濵口総長のあいさつがあった後、行政刷新会
議の事業仕分けの結果に伴う対応について、総長から説明
があり、本学における今後の方針等について意見交換が行
われました。
　次いで、第二期中期目標・中期計画（原案）、高年齢者
雇用安定法改正対応の基本設計案、非常勤理事の任命につ
いて説明が行われ、審議の結果、了承されました。
　また、人事院勧告への対応、平成20年度に係る業務の実
績に関する評価結果、台風18号による被害状況について報
告が行われました。
　外部委員の方々からは、大学からの情報発信方法、教育
関係共同利用拠点制度等に関して、貴重な意見が寄せられ
ました。

　佐藤彰一本学特任教授が、12月14日（月）、日本学士院新
会員として選定されました。
　同院は、学術上功績顕著な科学者を優遇し、学術の発達
に寄与するため必要な事業を行う機関であり、会員は学術
で顕著な功績を修めた科学者から選ばれ、終身任期の国家
公務員特別職の身分が付与されます。現在、会員は、人文
科学部門で62名、自然科学部門で71名の計133名です。
　佐藤特任教授の専門は西洋中世史で、研究課題はローマ
帝国が崩壊した後に、どのようにして中世ヨーロッパ世界
が形を整えていったかを、残された史料を通して解明する
ことです。
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　パワー・ハラスメント防止研修が、１月８日（金）、環境
総合館レクチャーホールにおいて実施されました。
　昨今、セクシュアル・ハラスメントのみならずアカデ
ミック・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに関する
紛争が多様化、複雑化し、相談や申立件数が増加している
ことから、本学では、昨年４月にセクシュアル・ハラスメ

ント相談所をハラスメント相談センターに変更し、12月に
は「名古屋大学アカデミック・ハラスメント防止対策ガイ
ドライン」を一部改正し、「名古屋大学におけるアカデミッ
ク・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに関する防止
対策ガイドライン」を整備しました。今回の研修は、パ
ワー・ハラスメントについての知識を深めることを目的に
開催されたもので、管理監督者、ハラスメント防止対策委
員会委員、ハラスメント部局受付窓口担当員等、83名が参
加しました。
　まず、藤井理事からあいさつがあった後、池田素子総長
補佐から本学におけるハラスメント防止対策体制について
説明があり、続いて、名古屋第一法律事務所の弁護士であ
る荻原典子ハラスメント相談センター相談員から「パワー・
ハラスメントの概念、事例と対応及び防止策について」と
題した講演がありました。
　パワー・ハラスメントの定義、現状、増加理由及び多く
の裁判事例の説明があり、参加者は、パワー・ハラスメン
トの概念、防止の必要性、管理職として注意すべき言動、
部下の徴候等について理解を深めました。
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　近年、「ハイブリッド」という言
葉をよく耳にするようになってきま
した。自動車の駆動システムにおけ
るハイブリッドは現在のトレンドの
１つになっています。このハイブ
リッド・カーではガソリンエンジン
と蓄電池・電気モーターを組み合わ
せることでエンジン単独では実現し
ない低燃費とモーターのみでは不可
能な長距離走行を同時に実現してい
ます。
　ハイブリッドの概念は、材料化学
の分野でも現在１つの大きなトレン
ドになっています。従来、高度な機
能を持った材料を得るためのアプ
ローチは、未知の新物質を合成・探
索していくことが主流でしたが、ハ
イブリッドの概念はこれとは全く異
なるアプローチを可能にします。つ
まり良く知られたありふれた物質で
も、それら複数をうまく組み合わせ
ることで、それぞれ単独では不可能
な高度な機能をもった材料になる可
能性があるのです。
　我々はこの考え方に基づいて、外
部からの光や磁場に応答して内包物
を放出する機能をもったマイクロカ
プセルを開発しています（図１）。
酸化チタンは紫外線があたると有機物を分解する
光触媒として知られています。一方、脂質二分子
膜はナノレベルの厚さの有機超薄膜で、物質透過
性が温度等で変化する材料です。この酸化チタン
と脂質二分子膜を組み合わせてカプセルを作ると
紫外線に応答して内包物を放出する機能が実現し
ます。このカプセルは何もしなければ内部の物質
を保持していますが、紫外線をあてると酸化チタ
ンの光触媒作用で脂質膜を分解してカプセルが開
裂し内包物を放出します。ここで用いる物質を１
つ変えるだけで磁場に応答するカプセルも作るこ
とができます。さきほどの酸化チタンに変えて酸
化鉄ナノ粒子を用います。酸化鉄ナノ粒子は交流

磁場中で発熱することが知られています。つまり
このカプセルに交流磁場を印加するとナノ粒子が
発熱し、その熱で脂質二分子膜の物質透過性が変
化して内包物が放出されます（図２）。これらの
カプセルは患部にカプセルが到達してから薬を放
出する薬剤運搬体等への応用などが考えられます。
　現在、我々の生活で用いられている様々な物質
が枯渇の危機に瀕していますが、資源に乏しい日
本においては、「ありふれた材料の機能の組み合
わせ」による高機能材料の開発はますます重要な
戦略になっていくと考えられます。どのような材
料のどんな組み合わせで何ができるか、日々その
パズルを考えながら研究を進めています。
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図１　外部刺激に応答して内包物を放出するカプセルの作製概念図

図２　磁場に応答して内包物を放出するカプセルの蛍光顕微鏡写真
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　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、
2007年に発表した第４次評価報告書で、地球シス
テムの温暖化には疑う余地がないことをほぼ断定
しました。人間活動により放出された温室効果ガ
スにより、温暖化が始まっていることはさまざま
な観測から明らかであり、高度な数値モデルを用
いた予測は、今世紀後半の地球全体（全球）の
平均気温の増加とそれが人間活動によるものであ
ることを明確に示しています1），2）。この温暖化を
どこまで精度よく予測できるのか、その誤差はど
のくらいか、さらに大気・海洋はどのように変化
し、それによって自然災害がどのように変化する
のかといったことが、現在大きな問題となってい
ます。この問題に答えるため、文部科学省の21世
紀気候変動予測革新プログラム3）が実施されてい
ます。このプログラムでは、温暖化に伴って豪雨
や台風など、社会に大きな影響を与える現象が将
来どのように変化するのかが課題の一つとなって
おり、私のグループは気象研究所と共同で温暖化
気候における台風の強度に関する研究を行ってい
ます。その研究の最近の成果として、雲解像モデ
ルを用いたシミュレーションで温暖化気候におけ
る“スーパー台風”が発見されました。スーパー
台風とは１分平均の最大地上風速が67m/s を超
える台風と気象学では定義されています。

　雲解像モデルとは雲一つひとつを表現すること
ができる数値モデルのことで、本研究で用いてい
る雲解像モデル CReSS（Cloud Resolving Storm 
Simulator）は、名古屋大学で1998年以来一から
開発を行ってきたものです。地球水循環研究セン
ターでは全国共同利用のひとつとして CReSS を
公開しており、国内外からさまざまな目的で利用
されています。また名大情報基盤センターの協力
により、CReSS を用いた日々の気象予測も行っ
ています。台風は雲解像モデルの主要な対象で
す。台風は積乱雲により構成され、その集団が海
から与えられた熱エネルギーを発達のエネルギー
に変換しています。このため台風の精度の高い予
測には、それを構成する積乱雲一つひとつを正確
に計算する必要があります。図１は CReSS を用
いて予測した台風を気象庁のレーダー観測と比較
したものです。台風の中心位置やその周辺の雨の
分布、さらに九州の地形による降水の強化がよく
予測されています。
　21世紀後半の温暖化気候の実験で、気象研究所
が実施した解像度20km の全球のシミュレーショ
ンには台風がいくつも発生します。その台風の強
度を精度よく求めるために、私のグループが台風
一つひとつについて雲解像モデルを用いて詳細な
計算を行いました。この計算は非常に大規模に

なりますので、計算には地球
シミュレータを用いました。そ
の結果これまで、３個のスー
パー台風が予測されました。西
太平洋上に発生したスーパー
台風の例では、最低中心気圧
が862hPa、地上の最大風速は
84m/s に達しました。戦後最
大の被害をもたらした伊勢湾
台風の最低中心気圧は895hPa、
2005年に米国に大きな被害をも
たらしたハリケーンカトリーナ
でさえ902hPa でしたので、そ
れらをはるかに上回る台風であ
ることがわかります。
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図１　�雲解像モデル CReSS を用いた2004年の台風18号の14日間シミュレーションの結
果。左図は初期値から312時間（13日）の予測で、降水強度（カラーレベル；mm/
hr）、地上気圧（等値線；hPa）、水平速度ベクトル（矢印；m/s）、右図は気象庁
レーダー AMeDAS による降水強度（mm/hr）。長崎県西方海上の中心の位置や、台
風の眼およびスパイラルレインバンドの降水強度分布が観測とよく対応していま
す。これは21世紀気候変動予測革新プログラムの成果の一つです。

知
の
先
端

雲解像モデルが予測する温暖化気候におけるスーパー台風

坪木　和久　地球水循環研究センター准教授



　図２は日本に接近するスーパー台風の例です。
北緯30度を超えてもなおその中心気圧は898hPa､
最大地上風速は72m/s に達しています。この例で
は関東地方の南約500km を通過しており、温暖
化気候ではスーパー台風ははるか南の太平洋上だ
けでなく、日本にも“かなり”接近することが予
測されました。図３はその拡大図です。眼の周辺
に100mm/hr を超える激しい降水を発生させる眼
の壁雲があります。一方、その外側には多くの台
風に見られる降雨域がほとんどありません。スー
パー台風の降雨域は、予想外に小さいことがわか
ります。このような特徴は他の２例のスーパー台
風にも共通しています。
　今年は５千人以上の死者・行方不明者を出した
伊勢湾台風から50年になります。この間に、レー
ダーや気象衛星が整備され、数値モデルによる台
風の予測が可能になりました。それでもなお100
人近い死者を出した2004年の台風23号にみられる
ように、台風災害は依然として甚大なものです。
それに加えて温暖化に伴う脅威が増大していま
す。スーパー台風のような猛烈な台風が上陸すれ
ば、強風や大雨に加えて高潮による災害が激烈な
ものになることが予想されます。さらにもう一つ

の大きな問題として、台風に伴う竜巻も発生する
可能性が極めて高いのです。昭和初期に寺田寅彦
の書いた「天災と国防」には、日本は地理的に絶
えず天変地異に脅かされる位置にあり、天災は必
ずある確率で起こるので、平時からそれに対する
備えをしておかなければならないとあります。こ
れは温暖化に伴う変化に対する対策についても重
要な示唆といえます。台風など温暖化に伴う災害
対策にはきわめて長期的展望が必要で、そのため
に今後温暖化がどのくらい進むのか、その結果ど
のような気象が発生するのかを正確に予測するこ
とが重要です。

参考図書および関連ホームページ
1）地球温暖化予測の最前線・近藤洋輝・成山堂書店
2）地球温暖化の予測は「正しい」か？・江守正多・

化学同人
3）21世紀気候変動予測革新プログラム : http://www.

kakushin21.jp/jp/
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すどう　ゆうき1962年兵庫県生まれ。北海道大学卒。北海道大学低温科学研究所・
同大学理学研究科で理学博士の学位取得。東京大学海洋研究所を経
て名古屋大学大気水圏科学研究所。現在同大学地球水循環研究セ
ンター准教授。専門は雲・降水を主体とした気象学・大気物理学。
98年より雲解像モデル CReSS を開発、03年より地球シミュレータ
などの大規模計算機を用いて台風、竜巻、集中豪雨などの雲解像シ
ミュレーションを行っている。

つぼき　かずひさ

図２　�温暖化気候で発生した日本に接近するスーパー台風。図
中のカラーレベルは降水強度（mm/hr）、等値線は地上気
圧（hPa）、矢印は地上風速。図の左にカラーレベルを、下
に矢印のスケールを表示。また、赤実線は台風の経路。矩
形は図３の表示領域。

図３　�図２の矩形領域の拡大図。



　大学院理学研究科は、12月26日（土）、名古屋市科学館
サイエンスホールにおいて、第８回坂田・早川記念レク
チャーを開催しました。
　同レクチャーは、2008年ノーベル物理学賞を受賞した小林　誠、
益川敏英両博士を輩出する基礎を築いた故坂田昌一教授及
びスペース天文学の時代を切り開いた故早川幸男教授の業

績を称え、21世紀を担う次世代の優れた研究者を育成する
ことを目的に、同研究科と名古屋市科学館の共催により毎
年行われているものです。
　今回は、佐藤勝彦東京大学数物連携宇宙研究機構主任研
究員・明星大学客員教授が「宇宙の創生とマルチバース」
と題した講演を行いました。佐藤教授は、宇宙最初期に光
速度を超える急膨張の時期があったとする「インフレー
ション理論」の提唱者の一人であり、素粒子と宇宙を融合
する研究を早くから開拓してきた宇宙論研究の世界的第一
人者です。講演では、インフレーションから無限に創成さ
れる異なった物理法則を持つ宇宙の中から私たちの宇宙が
どのように選ばれてきたのかについて、アイスランドの伝
説や仏教の世界観などの小話を交えつつ、最先端の科学の
視点で解説しました。
　当日は、高校生から一般の方まで、定員の300名を超え
る参加がありました。
　講演後には答えきれないほど多数の質問が寄せられ、大
変盛況なレクチャーとなりました。

　大学院経済学研究科は、12月17日（木）、経済学部第２講
義室において、中京テレビ開局40周年講演会を開催しまし
た。
　同研究科では、地域への研究成果の還元を図るため、地
元メディアとの連携を進めていますが、昨年４月に中京テ
レビ放送株式会社が開局40周年にあたることから記念講演

会を開催しました。
　家森信善経済学研究科教授の司会のもと、最初に金井同
研究科長から「自分の学生時代から身近に感じていたが、
近くにあるテレビ局と大学として相互に緊密に連携して、
地域社会に貢献していきたい」とのあいさつがありました。
　引き続き、吉川修平中京テレビ放送（株）経営企画局次
長兼ビジネスマーケティング部長による「変革期における
テレビ局経営とは」と題した講演が行われました。学内外
の多数の参加者は、広告収入に支えられた特異なビジネス
モデルであるテレビ業界の特徴や、完全デジタル化を前に
大きな変革の時を迎えている課題等、興味深い裏話も含め
た講演を聴講しました。
　最後に、参加者から「インターネットとテレビの融合が
テレビ局経営に与える影響は？」などといった質問が出さ
れ、熱のこもった質疑が展開されました。
　なお、同講演会の模様は、同日の中京テレビの夕方の
ニュース番組の中でも紹介され、本学の社会連携活動を広
くアピールできる機会となりました。
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第８回坂田・早川記念レクチャーを開催
●大学院理学研究科

中京テレビ開局40周年講演会を開催
●大学院経済学研究科



　大学院環境学研究科地震工学・防災グループと災害対策
室は、12月７日（月）、中国の耐震技術者育成プロジェクト
チームの訪問を受け、地域防災力向上のための技術開発や
普及啓発に関する研修を行いました。
　中国では四川大地震の被害を受けて耐震建築物の普及が
急務であり、国をあげて数十万人の建築構造技術者の能力

向上を目指しています。同プロジェクトは選抜された技術
者が日本で高度な研修を受け、中国に戻って多数の技術者
の育成を担うもので、今回は日本で研修中の20数名と、日
本側の建築研究所、国際協力機構の担当者が、研修の一環
として同研究科及び同室を訪問しました。
　まず、愛知県庁や名古屋市役所の免震による耐震改修の
現場を訪問し、最先端の耐震化技術に関する研修が行われ
ました。その後、環境総合館地域防災交流ホールで、地域
防災に関する研究成果の紹介や地震災害被害軽減のための
実践活動に関する講演、そのための様々な機材・教材など
に関する実演・体験が行われました。
　名古屋は、市民、行政、ボランティアや専門家が連携し
た地域防災活動が盛んなことで知られており、今回の参加
者も、一般の方や技術者を対象とした教材を通じて、その
効果を実感し、実践のノウハウを質問するなど、名古屋な
らではの活動に触れて収穫を得ていました。同プロジェ
クトは今後も継続され、本学での研修が実施される予定に
なっています。

　大学院環境学研究科しんきん環境事業イノベーション寄
附講座は、１月15日（金）、岡崎図書館交流プラザにおいて、
第１回環境学公開講演会「生物多様性を理解する」を開催
しました。
　講演会では、まず、林　清比古愛知県顧問が「生物多
様性と COP10」と題し、生物多様性の理念について分

かりやすく解説しました。また、今年10月に名古屋市で
開催される国連主導の生物多様性条約第10回締約国会議

（COP10）の開催計画をどのような手順で立案してきたか
について、多くのスライドを使って語りました。
　続いて、依田　憲環境学研究科准教授が「情報機器を動
物につけて環境と生態を観る」と題し、“バイオロギング”
という生物にカメラやセンサーを取り付けて、行動や生
態を調べる研究手法を紹介しました。このような新しい研
究手法が切り開く動物生態学の新領域は、漁業資源などの
保護の観点から重要な情報を送り届けることになることを
予見させるもので、参加者は動画を多用したプレゼンテー
ションに魅了されていました。
　最後に、安田公昭同寄附講座教授が「私たちの生活と生
物多様性」と題し、生物多様性の身近な事例を紹介し、生
物多様性の高さが生態系の安定に重要であることを分かり
やすく解説しました。
　当日は140名の来場があり、20歳代から70歳代まで幅広
い年代の人たちが熱心に講演に聴き入っていました。
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防災教材の体験研修の様子
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中国耐震技術者育成プロジェクトチームの研修を実施
●大学院環境学研究科、災害対策室

第１回環境学公開講演会「生物多様性を理解する」を開催
●大学院環境学研究科



　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、12月25
日（金）、2009年度第６回オープンセミナーを開催しました。
　同センターは、文部科学省の「国際協力イニシアティブ」
平成20年度教育協力拠点形成事業に採択された課題である

「開発途上国における拠点大学を中心とした農産物加工産
業振興モデルの構築とその普及」に基づき、昨年11月30日、

文部科学省や国際協力機構（JICA）の支援と期待を受けて、
農学知的支援ネットワークを設立しました。
　このことを受けて、今回のセミナーでは、JICA 企画部
で予算・組織運営等に深く関わっている花里信彦同セン
ター客員教授が、「JICA 事業における大学連携の可能性」
と題し、JICA 側が求める大学連携について、全国の大学
調査の結果を基に講演しました。
　学内だけでなく日本国際センターからも関係者が出席
し、国際協力に対する関心の高さが表れたセミナーとなり
ました。

　大学院情報科学研究科は、12月17日（木）、IB 電子情報
館013講義室において、情報文化学部、工学部電気電子・
情報工学科、情報連携統括本部との共催で、基盤研究公開
セミナーを開催しました。
　セミナーでは、結縁祥治情報科学研究科教授による「情
報科学を支える『ソフトウェア科学』」、森　健策情報連携

統括本部教授による「情報科学による医療の支援－画像処
理の立場から－」と題した講演が行われました。
　結縁教授は、ソフトウェア科学がソフトウェアとは何か
を理解して応用する新しい学問分野であること、また、コ
ンピュータシステムが高度化している現在、ソフトウェア
も大規模化・複雑化している現状を紹介し、高い信頼性を
持つコンピュータシステムを構成するためには、ソフト
ウェアに対する科学的分析が不可欠であることを示しまし
た。
　森教授は、画像処理技術を用いた医療支援について、
CT や MRI などの医用画像から、あたかも内視鏡で観察
したかのような映像を生成可能な仮想化内視鏡システムを
中心に、病気の発見を支援するシステムや手術のナビゲー
ション技術など、デモンストレーションを交えて紹介しま
した。
　講演後には活発な質疑応答が行われ、参加者は同研究科
の研究を理解したようでした。
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ICCAE第６回オープンセミナーを開催
●農学国際教育協力研究センター

基盤研究公開セミナーを開催
●大学院情報科学研究科



　附属図書館研究開発室は、12月18日（金）、同館５階大会
議室において、第37回オープンレクチャーを開催しました。
　今回は、倉地克直岡山大学附属図書館長による「岡山大
学附属図書館における所蔵資料を活用した地域連携事業に
ついて」と題した講演が行われました。
　倉地館長は、岡山大学附属図書館の所蔵資料の中核であ

る「池田家文庫」について、従来の整理・公開事業の流れ
を概観した後、地域の図書館、博物館等との連携事業につ
いて詳しく紹介しました。具体的には、デジタルコンテン
ツの作成と提供、展示会の開催、参加・体験型事業の展開、
教育現場で活用できる教材の提案等で、こうした事業があ
る程度の成功をみるには、図書館員や諸団体の職員、学生
等、それぞれの現場の人々が、面白いことを発見しようと
いう主体性を持ち続けていることが重要である、と指摘し
ました。
　講演後の質疑応答では、歴史的資料の専門家ではない図
書館員等が主体的に事業に参加するようになった経緯とは
どのようなものだったのか、地域連携事業の中心は視覚的
に分かりやすい絵図中心だが、資料の大半を占める古文書
類の活用についてどのような方向性が考えられるか、など
活発な議論が交わされました。「高木家文書」を中核とし
た貴重資料を所蔵する本学附属図書館も、資料の整理活用
につき地域との連携を進めていますが、教育現場とも連携
した参加・体験型事業の試みなど、今後の参考になる充実
したレクチャーとなりました。

　年代測定総合研究センターは、１月14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、第22回年代測
定総合研究センターシンポジウムを開催しました。
　同センターは、学内外を問わず、さまざまな年代学研究、
放射性炭素 C-14トレーサーを用いる環境動態研究に関す
る共同利用に貢献しています。

　今回は、本学のほか、筑波大、岐阜大、静岡大、東北
大、富山大などの研究者による共同研究の成果として、環
境学、考古学、地質学などの分野に関する口頭発表18件及
びポスター発表11件を行いました。
　また、常木　晃筑波大学人文社会科学科教授はイラン、
シリアを中心とする西アジア先史考古学研究における年代
測定の成果について、また、田中　剛環境学研究科教授は、
隕石中に、地球誕生年である46億年前より古い年代を示す
含有物を探求するという野心的な研究計画について特別講
演をしました。
　シンポジウムには、研究者、学生、一般の方など、合わ
せて51名の参加があり、年代測定に関する一般的な質問や
研究成果に関する熱のこもった討議が繰り広げられました。
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第37回オープンレクチャーを開催
●附属図書館

年代測定総合研究センターシンポジウムを開催
●年代測定総合研究センター



　博物館は、10月13日（火）から12月26日（土）まで、同館展
示室において、第18回博物館企画展「剥き出しの地球－南
極大陸 Antarctica, the Great Earth」を開催しました。11
月13日（金）から29日（日）には、栄の SMBC パーク栄を会
場としたサテライト展示も行われ、博物館とあわせて約
5,000人の来場者がありました。

　11月３日（火）には、束田和弘博物館助教による特別講演
会「地質学者は、なぜ、南極・セールロンダーネ山地をめ
ざすか」及び阿部幹雄国立極地研究所研究員による「剥き
出しの地球・南極大陸」が行われ、講演後には第50次南極
観測隊が南極で食べたフリーズドライ食品の試食会も催さ
れ、大いに盛り上がりました。
　また、27日（金）には SMBC 主催のライフスタイルセミナー
の中でも南極食の試食会を実施し、好評を博しました。
　さらに、12月６日（日）には、「南極観測隊と電話で話そ
う !」と題した同企画展の関連イベントを開催しました。
これは、第51次南極観測隊セールロンダーネ山地地学調査
隊と直接電話で交信して、現地の様子や生活、食事のこと
などを聞いてみるという企画で、約30名の参加者は、限ら
れた時間内でいろいろな質問をしました。南極食の試食会
も行い、盛況のうちに終了しました。

　博物館は、12月25日（金）、26日（土）の２日間、株式会社
日立ハイテクノロジーズ及び大学院医学系研究科附属医学
教育研究支援センターの協力のもと、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ふれよう！～電子顕
微鏡の不思議」を開催しました。
　今回は、抽選で選ばれた東は東京、西は兵庫からの中

学生18名が参加し、博物館所蔵のジュラ紀のマンガンノ
ジュールから取り出した微化石の放散虫を面相筆で拾い出
し、電子顕微鏡を使って観察しました。放散虫は単細胞生
物のプランクトンで、現在も海で生きていますが、化石と
して岩石などから見つけ出すこともできます。当日は実体
顕微鏡を20台、走査型電子顕微鏡を４台使い、各自が納得
のいくまで観察を行いました。
　また、今回のために作製した放散虫検索システムを使っ
て放散虫化石の名前を決めること（同定）を行いました。
さらに同定できない放散虫についても、「すべての放散虫
に名前が付けられているわけではないので新種かもしれな
い」という可能性から「科学は分からないことがいっぱい」
という考えに至ったり、普段の勉強ではできない体験をし
ました。
　参加者が２日間にわたり、知的好奇心で目を輝かせなが
ら真剣に取り組む姿から、参加者が科学への興味を深めた
ことが実感できました。
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第18回博物館企画展「剥き出しの地球－南極大陸」を開催
●博物館

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ふれよう！」を開催
●博物館



　博物館では、10月17日（火）から12月26日（土）まで、大学
文書資料室との共催で、第19回企画展「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－」を開催しました。
　同企画展は、本学が名古屋帝国大学として創設されてか
ら70周年、医学部の前身にあたる仮病院・仮医学校が設置
されてから138周年をむかえたことを記念して行われました。
　展示は、パネル展示、物品展示、視聴覚展示、ハンズオ
ン展示の４つからなっており、パネル展示では、創基から
現在まで138年間の本学の歴史年表とキャンパス歴史地図
の２つのパネルを最初に掲げ、本学の創基（愛知医学校時
代）と創立（名古屋帝国大学時代）を特集しつつ、通史も
理解してもらえるよう写真をふんだんに使った６コーナー
約40枚のパネルを展示しました。
　物品展示では、長期の常設展に耐えうるよう、重要資料
についてはレプリカを作成して展示しました。中でも、後
藤新平の愛知医学校長時代の揮毫をあしらった２本の大き
な掛軸は、展示の入口を飾る目玉展示となりました。その
他、博物館と大学文書資料室が所蔵する、名大史を語る貴
重な品々が並びました。

　視聴覚展示では、「名古屋大学のあゆみ－キャンパスの
変遷－」、「名古屋大学豊田講堂　1960－2005」、「名古屋大
学プロフィール DVD」、「名大の授業」の４つの映像をモ
ニターで上映しました。
　また今回は、自由に手に取って閲覧できるハンズオン資
料にも力を入れており、名大史で活躍した人物を紹介する

「名古屋大学 Who’s Who?」、第１回から第50回までの全て
の名大祭プログラムの表紙と主な１頁、部活動・サークル
などを紹介しました。「Who’s Who?」は、これからも少し
ずつ人物を増やしていく予定で、これらの展示は、将来的
に、本学の歴史を紹介する常設展示コーナーとして発展さ
せていくことも視野に入れています。
　会期中には4,920名、特にホームカミングデイ当日には、
１日で1,120名の入場者がありました。
　また、１月15日（金）、東京の学士会館で行われた全学同
窓会関東支部新年交流会会場においても同企画展を行い、
集まった同窓生に好評を博しました。
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第19回博物館企画展「医学教育の曙からノーベル賞まで」を開催
●博物館



　大学の教育での環境に対する意識付け、いわゆる環境マ
インドを持った人材の育成は社会全体に非常に大きな影響
を及ぼします。名古屋大学では、環境に関して実践的意識
を身につけてもらうため、全学教養科目として「環境への
挑戦」が開講されています。平成21年前期は、「環境起業
家をめざす」というテーマで、毎回第一線で活躍中の専門
家を講師として招へいし、環境問題の最先端の動向や起業
にとって必要とされる理念や知識などについて紹介しまし
た。また、環境教育の充実の一環として、基礎的な考え方
を身につけてもらうことを目的に、新たに「大学における
環境と安全」を開講しました。大学院でも環境を体験的に
捉えることのできる教育が行われています。

「身近な例から環境を学ぶ」
　昨年４月から２年生を主たる対象として「大学における
環境と安全」という授業科目が開講されています。環境と
安全とは、それぞれ広範で大変奥が深い分野ですが、その
中でマネジメントシステム（環境及び労働安全衛生）を軸
として、特に実務に役立つような内容になるよう工夫され
ています。開講当初実施した調査によると、「環境問題に
興味がある」、「学内の環境・安全対策を知りたい」、「テー
マが身近だから」というような受講理由が全体の４分の３
を占めており、やはり身近な課題から環境・安全を理解し
ていきたい意向が再確認できました。従って、同講義で
は、①環境問題の概要・安全についての考え方及び関連す
る法律等の基礎知識の習得、②共通するマネジメントシス
テム（環境及び労働安全衛生）の理解、③主に学内で発生

している環境課題・事故事例の評価実習（環境影響評価・
リスクアセスメント）、④学内での環境課題への対応・安
全問題への対応等知識の理解、の４つの項目を習得するこ
とで、「環境・安全に配慮する行動ができる学生」が少し
でも多く輩出できることを目指しています。また、環境に
ついての身近な情報源として、本学の「環境報告書」を受
講生に配布して、一度読んでもらい感想を書いてもらって
います。これにより、学内で起きている環境問題を良い面
も悪い面も理解することで関心度が随分と向上するようで
す。このように報告書を「生きた教材」として活用してい
ます。昨年の講義最終回にとったアンケートでは、上記③
の環境影響評価とリスクアセスメントの２つの実習が、今
後実務を実践していく時に大いに役立つとの感想を多く頂
いています。同講義は、引き続き上記の考え方の元で「継
続的な改善」を実施してレベルアップを図っていきますの
で、興味をもたれた方は、是非受講してください。

「実験を通して環境を考える」
　工学研究科では、大学院の学生を対象に、創造性及び課
題の発見・解決能力の育成を目的とした「高度総合工学創
造実験」を行っています。指導教員は企業の第一線で活
躍し、かつ工学教育に対して関心の高い研究者・技術者
で、様々な専攻・学年の学生が TA とともにチームを組
むことにより、それぞれのバックグラウンドを生かしてプ
ロジェクト型実験を遂行します。平成21年度のプロジェク
ト・テーマの中の「半導体による光エネルギーの利用～新
たな可能性の探索」では、光触媒で知られる酸化物半導体
材料の活性・安定性を向上させることによって環境に優し
い水質浄化システムの可能性を検討し、「超音波と光触媒
の併用による水道水中のトリハロメタン分解性能の向上」
というサブテーマで実験を進めました。「持続可能な国土
を実現するための都市計画の役割」では、人口減少と低炭
素社会の実現という２つの大きな課題に取り組み、国土や
都市を整備する目的を、住民の生活の質を最大にすること
と捉え、安全性・環境持続性を犠牲にすることなく、快適
かつ経済活動機会を向上させる地方都市への再生をシミュ
レーションしています。また「吸水性樹脂の基礎と応用製
品開発」、「飲料のパッケージを考える」などのプロジェク
ト・テーマでも環境への影響を考慮にいれた新製品開発体
験をしています。受講生には、エネルギー・環境問題を解
決したいという思いを実践できたと好評です。
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「大学における環境と安全」の講義風景

「高度総合工学創造実験」の成果発表
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環境教育のさらなる展開を目指して



記事 月日 新聞等名

1 本学など旧７帝国大学と筑波大学、東京工業大学、早稲田大学、慶應義塾大学の研究担当副学長や理事らが科学研
究費補助金削減に反対する共同声明を発表

12.16（水） 読売

2 溝口 明理学研究科准教授のグループは人の成長ホルモンに構造や機能が似たホルモンが昆虫にも存在することを
突き止める

12.16（水） 中日（朝刊）
他２社

3 古希の名大 第３部 国際化への挑戦（２）：本学は留学生の選考を組織化し、質面量面での留学生の獲得をめざす 12.16（水） 日経（朝刊）

4 現代日本誤百科（178）：１号機を「就航した」町田 健文学研究科教授 12.16（水） 中日（朝刊）

5 数理ウエーブ開催：26日 大沢健夫多元数理科学研究科教授、瀧�真語同特任助教が話す 12.16（水） 中日（朝刊）

6 18日に本学と名古屋市の社会実験「名チャリプロジェクト」が終了 予想をはるかに超える利用率となる 12.16（水）
12.19（土）

12.22（火）

日経（夕刊）
中日（朝刊）
読売
朝日（朝刊）

7 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 12.16（水） 朝日（夕刊）

8 工学研究科長・工学部長に鈴置保雄同研究科教授、多元数理科学研究科長に木村芳文同研究科教授、経済学研究科
長・経済学部長に多和田�眞同研究科教授、国際開発研究科長に成田克史同研究科教授、総合保健体育科学センター
長に池上康男同センター体育科学部教授が選出される

12.17（木） 中日（朝刊）
読売

9 文化サークル連盟 学費値上げ反対を本学に申し入れる 12.17（木） 毎日（朝刊）

10 古希の名大 第３部 国際化への挑戦（３）：本学の海外研究者招請に関する報酬面等での壁がクローズアップされ
る YOSHIDA�GO 国際交流協力推進本部特任教授は「若手の招請に力を入れるべきではないか」と一つの戦略を提
案する

12.17（木） 日経（朝刊）

11 環境学研究科に三河地区を地盤とする７信用金庫が「しんきん環境事業イノベーション寄附講座」を設置する 12.17（木） 日経（朝刊）

12 足立 守博物館長は自らが発見した日本最古の石の研究の経緯を語る 12.17（木） 日経（朝刊）

13 現代日本誤百科（179）：「いわゆる白羽の矢が立つ」町田 健文学研究科教授 12.17（木） 中日（朝刊）

14 古希の名大 第３部 国際化への挑戦（４）：渡辺副総長は本学の国際的な評価をさらに高めるための課題と展望、戦
略について語る

12.18（金） 日経（朝刊）

15 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 12.18（金）
� 1.15（金）

朝日（朝刊）

16 本学の国際化を加速する動きが紹介される 国際企画課は「国際的な共同研究の積極的な推進と、留学生・外国人研
究者の受け入れ態勢を拡充させることが本学のプレゼンスを高めることにつながる」と話す

12.19（土） 朝日（夕刊）

17 名古屋大学交響楽団定期演奏会開催：20日 12.19（土） 中日（朝刊）

18 坂 公恭エコトピア科学研究所特任教授らの研究グループ 環境に優しい電子顕微鏡用の電解研磨装置を開発 12.19（土）
12.21（月）

中日（朝刊）
日刊工業

19 堀 容子医学部保健学科准教授らの調査で重度要介護者を在宅介護する女性は、高血圧者の割合が高く降圧剤を服
用しても改善しない人が７割に上り、深刻な健康状態に陥りやすい傾向があることがわかる

12.20（日） 中日（朝刊）

20 坂野慶太さん本学教育学部附属高等学校２年生、戸沢法也さん同２年生が「第４回エコノミクス甲子園」東海大会
で優勝する

12.21（月）
12.26（土）

中日（朝刊）
中日（夕刊）

21 現代日本誤百科（180）：休日はテレビを「見たり」する 町田 健文学研究科教授 12.21（月） 中日（朝刊）

22 吉田久美情報科学研究科准教授は青い花作りについて「青さには色々な条件が関わっており、色素の種類だけで青
くできるわけではない」と話す

12.22（火） 朝日（朝刊）

23 福田敏男工学研究科教授、中島正博同助教らは最小直径数マイクロメートルの微小な細胞の硬さを計測できる電子
顕微鏡の装置を完成する

12.22（火） 日刊工業

24 前田憲志本学名誉教授は慢性腎臓病（CKD）について解説する 12.22（火） 朝日（朝刊）

25 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

12.23（水） 日刊工業

26 現代日本誤百科（181）：「独断と偏見で選ぶ」町田 健文学研究科教授 12.23（水） 中日（朝刊）

27 谷口 元工学研究科教授は名古屋市都市景観賞の選考委員長を務める ２月12日に行われる同賞の表彰式では名古
屋市長と対談する予定

12.24（木） 中日（朝刊）

28 生命農学研究科長・農学部長に服部重昭同研究科教授が、エコトピア科学研究所長に髙井 治工学研究科教授が選出
される

12.25（金） 中日（朝刊）
読売

29 春名幹男国際言語文化研究科教授は鳩山政権への評価に関して「国民は自ら選んだという気持ちがあるのでハネ
ムーン期間はある程度大目にみる。そろそろ国民が成果を感じられないと支持率の低下は早い」と指摘する

12.25（金） 中日（朝刊）

30 公開シンポジウム＆実演「花祭りの過去・現在・未来」開催：１月16、17日 12.25（金） 朝日（夕刊）

31 あの人に迫る：赤﨑 勇本学特別教授が青色発光ダイオードの開発等についてインタビューを受ける 12.25（金） 中日（夕刊）

32 家森信善経済学研究科教授は2010年度予算案に65点という点数をつける 12.26（土） 中日（朝刊）
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33 「グローバル30」の予算が減額されたことについて留学生獲得の好機としていた濵口総長は懸念を表明する 12.26（土） 日経（朝刊）

34 濵口総長は第８回読売・大学中部地区懇話会に参加する 12.27（日） 読売

35 第53回全日本大学囲碁選手権：本学は６位となる 12.27（日）
� 1.� 7（木）

読売
朝日（夕刊）

36 第40回全日本大学学生将棋団体対抗戦：本学は４位となる 12.28（月）
� 1.� 7（木）

朝日（朝刊）
朝日（夕刊）

37 本学と富山大学のグループはチューリップが青色になるには細胞内に鉄が多く含まれるのが重要となることを解明
する 吉田久美情報科学研究科准教授は「花で鉄がどのように運ばれているかを初めて明らかにできた。この仕組み
をうまく活用すれば他の植物でもきれいな青い花を咲かせられる可能性がある」と話す

12.30（水） 朝日（朝刊）

38 織田銑一生命農学研究科教授は名古屋城の外堀という「陸の孤島」で大型化したモグラについて「『名古屋城モグ
ラ』というシンボルとして保全すれば COP10でアピールできる」と語る

12.31（木） 朝日（朝刊）

39 ひと：ネイチャーメンター賞を受賞した大澤文夫本学名誉教授のプロフィールが紹介される 12.31（木） 毎日（朝刊）

40 名古屋市長は本学など医学部を持つ東海地方の７大学に対し、「陽子線がん治療施設」に関して各専門医の人事交流
など全面協力を求める方針

� 1.� 1（金）
� 1.� 5（火）

中日（朝刊）

41 後 房雄法学研究科教授は名古屋市長の区役所民間委託案について、コスト削減とサービスの向上につながると賛
成の意見を述べる

� 1.� 1（金） 毎日（朝刊）

42 門脇辰彦生命農学研究科准教授は全国の養蜂場でミツバチのウイルス感染状況を調べ「国内でも海外同様に感染が
広がっていることがわかった」と話す

� 1.� 5（火） 朝日（朝刊）

43 「目からウロコのワンポイント投資セミナー」開催：30日 家森信善経済学研究科教授が基調講演を行う � 1.� 5（火） 中日（朝刊）

44 応用物理学会�第23回上田記念講演会開催：９日 赤﨑 勇本学特別教授が講演 � 1.� 5（火） 中日（朝刊）

45 レーザー：馬場嘉信工学研究科教授はマイクロ TAS について「再生医療の進展にも必要な技術。重要性に目を向け
て」と訴える

� 1.� 6（水） 日刊工業

46 富田啓介環境学研究科 COE 研究員らの調査で絶滅危惧植物「シラタマホシクサ」の生息地の減少が下げ止まりつつ
あることがわかる 同研究員は「不況が結果的にシラタマホシクサの保全につながったのではないか」と話す

� 1.� 6（水） 中日（朝刊）

47 「地域金融シンポジウム INあいち」開催：15日 家森信善経済学研究科教授がパネリストとして参加 � 1.� 6（水） 中日（朝刊）

48 現代日本誤百科（186）：優れた「嗅覚能力」町田 健文学研究科教授 � 1.� 7（木） 中日（朝刊）

49 本学は薬学部を持つ愛知県内の私立大学と共同で大学院創薬科学研究科を設置する構想を持つ 濵口総長は「この地
域はものづくり産業が強いものの、バイオや創薬分野は弱い。『医薬融合』型の教育を行い、優秀な人材を育ててい
きたい」と話す

� 1.� 7（木） 中日（夕刊）

50 講演会「生物多様性と新たなビジネス課題について」開催：２月４日 林 希一郎エコトピア科学研究所教授が講演 � 1.� 8（金） 読売

51 防災・減災：福和伸夫環境学研究科教授は阪神・淡路大震災の教訓を学び、来るべき巨大地震に備える必要がある
と語る

� 1.� 8（金） 読売

52 福和伸夫環境学研究科教授は耐震設計をする建築技術者向けに、名古屋市の35階建てマンションの27階で被災した
とき予想される具体的な状況を描いて示す

� 1.� 8（金） 朝日（朝刊）

53 闘論 米中 G2時代は到来するのか：春名幹男国際言語文化研究科教授は中国の成長の経済面だけでなく軍事面にも
注目すべきと語る

� 1.� 9（土） 毎日（朝刊）

54 講演会「航空機複合材の現状と将来」開催：２月５日 上田哲彦工学研究科附属複合材工学研究センター長が講演 � 1.10（日） 中日（朝刊）

55 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授は留学生を媒介にした大学と報道機関の連携の広がりを期待する
と語る

� 1.10（日） 中日（朝刊）

56 篠原久典理学研究科教授、北浦 良同准教授ら カーボンナノチューブの中に細さが原子１個分の金属ワイヤを作り
こむことに成功

� 1.11（月） 日経（朝刊）

57 現代日本誤百科（187）：「クリスマスプレゼントする」町田 健文学研究科教授 � 1.11（月） 中日（朝刊）

58 市民団体「河村サポーターズ」世話人を務める後 房雄法学研究科教授は同団体が次の市議選の立候補者を公募する
ことに関して「河村市長と同じ志の議員が過半数いないと議会改革は進まない」と話す

� 1.11（月） 読売

59 本学のグローバル COE関連予算が新年度政府予算案により４億円以上削減される公算が大きくなり、渡辺副総長は
「ゆゆしき問題だ。世界中の大学で当たり前に行われていることができなくなる」と危機感を訴える

� 1.11（月） 朝日（朝刊）

60 伴 信太郎医学部附属病院教授が会長を務める日本医学教育学会は2010年度予算案に対し「単に『教室の拡張』や
『機器や機材の追加』の対策だけでは医学教育の質を担保できない」と訴える

� 1.11（月） 朝日（朝刊）

61 石川孝司工学研究科教授らは市販のコンピューター利用エンジニアリングソフトを活用し、冷間鍛造の寸法精度を
５倍以上に向上させる手法を確立する

� 1.12（火） 日刊工業

62 第２回「おもしろ科学教室」開催：１月11日 美宅成樹工学研究科教授が講演 � 1.12（火） 中日（朝刊）

63 學生之新聞：曽根三千彦医学系研究科准教授は「ヘッドホン難聴」について学生スタッフから取材を受ける � 1.12（火） 中日（朝刊）
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64 可児市の河原で約1800万年前の地層から哺乳類のものと見られる足跡化石が大量に見つかったことについて、
糸魚川淳二本学名誉教授は「多数見つかったというのが今回の興味深い点。当時の動物の生活の跡がみえてくる。」
と話す

� 1.12（火） 朝日（朝刊）
他２社

65 飯島澄男本学特別招へい教授は「講書始の儀」で「ナノサイエンスとナノテクノロジー」と題して天皇、皇后両陛
下に講義を行う

� 1.12（火） 朝日（夕刊）
中日（夕刊）

66 寺田芳弘工学研究科准教授と湯川 宏同助教は財団法人中部科学技術センター2009年度学術奨励研究助成事業の対
象に選定される

� 1.13（水） 中日（朝刊）

67 現代日本誤百科（188）：「こだわりのパン屋」町田 健文学研究科教授 � 1.13（水） 中日（朝刊）

68 本学は国立大学法人の中でいち早く男女共同参画に取り組み、学内に学童保育所を開設し保育所を拡大する 
束村博子男女共同参画室長は「増設後、２人目を生む人が相次いだ。保育施設があれば女性は安心して出産すると
証明した形」と語る

� 1.13（水） 日経（夕刊）

69 教育発達科学研究科長・教育学部長に早川 操同研究科教授が選出される � 1.14（木） 中日（朝刊）
読売

70 現代日本誤百科（189）：「トータル」として有益 町田 健文学研究科教授 � 1.14（木） 中日（朝刊）

71 東山哲也理学研究科教授らの研究成果「植物の花粉管誘引物質を発見」が日本経済新聞社の2009年度技術トレンド
調査で９位となる

� 1.14（木） 日経産業新聞

72 本学は奥三河地方に伝わる民俗芸能「花祭り」について実態調査を行い、祭り全体を映像記録し祭りが途絶え
ても復元できるようにするなど、継承を支援する取り組みを行う

� 1.14（木）
� 1.15（金）

毎日（朝刊）
朝日（夕刊）

73 林 希一郎エコトピア科学研究所教授は遺伝資源へのアクセスと利益の配分について解説する � 1.15（金） 朝日（朝刊）

74 福和伸夫環境学研究科教授は地震の予測に関して「都市の地盤データが少ないことが問題」と指摘する � 1.15（金） 朝日（朝刊）

75 山中佳子環境学研究科准教授はハイチを襲った地震波を解析する � 1.15（金） 読売

76 博物館「ボタニカルアート作品展」開催：１月19日～２月６日 � 1.15（金） 読売

77 本学、広島工業大学のグループは静岡県から九州までの沖合海底の「撓曲崖」を詳細な海底地形図で確認する 「撓
曲崖」の下には活断層があると推測される 鈴木康弘環境学研究科教授は「沿岸部の調査を進め、前に活動があった
のかどうか調べることが重要」と話す

� 1.15（金） 朝日（夕刊）
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所　　　属 氏　名 職名 月　　日 時　　間 場　　　所 講義題目 問い合わせ先 備　　　考

教育発達科学�
研究科 加藤　鉦治 教授 ２月１日�（月）14:45～16:15 教育学部大講義室 日本・スコットランド教育文化交流の諸相�

－明治日本とグラスゴウ－
吉川卓治准教授
052-789-2630

経済学研究科

竹内　信仁 教授 ２月20日�（土）14:00～15:30 経済学部第２講義室 市場と政府
文系総務課総務�
グループ（経済担当）
052-789-4920

皆川　　正 教授 ２月23日�（火）15:00～ 経済学部第２講義室 経済政策の基礎
文系総務課総務�
グループ（経済担当）
052-789-4920

塚田　弘志 教授 実施しない

理学研究科

佐藤　正俊 教授 ３月２日�（火）10:00～11:00 理学部 B5講義室�
（B館501号室） 超伝導、中性子散乱、そして物質物理開発 庶務掛

052-788-6273

山脇　幸一 教授 ３月２日�（火）11:10～12:10 理学部 B5講義室�
（B館501号室）

たまねぎの皮むくたびの涙かな�
－複合理論とともに－

庶務掛
052-788-6273

丹羽　公雄 教授 ３月２日�（火）13:30～14:30 理学部 B5講義室�
（B館501号室） 原子核乾板と共に格闘して学んだこと 庶務掛

052-788-6273

伊藤　　繁 教授 ３月２日�（火）14:40～15:40 理学部 B5講義室�
（B館501号室）

１兆分の１秒から30億年：光合成の分子システムと
その進化

庶務掛
052-788-6273

大島　隆義 教授 ３月２日�（火）15:50～16:50 理学部 B5講義室�
（B館501号室） 光は光速を超えて��～素粒子探求のゆくえ～ 庶務掛

052-788-6273

水貝　俊治 教授 ３月２日�（火）17:00～18:00 理学部 B5講義室�
（B館501号室） 強相関電子系の光物性－ラマン散乱に魅せられて 庶務掛

052-788-6273

小川　　徹 教授 ３月２日�（火）16:30～17:30 理学部 G館�
G101講義室 私の「DNA複製の研究」をふりかえって 庶務掛

052-788-6273

医学系研究科

富田　　靖 教授 ３月４日�（木）15:00～17:00 基礎医学研究棟４階
第４講義室 色素異常症の基礎と悪性黒色腫の臨床 皮膚病態学　杉浦

052-744-2314
連絡取れない場合：�
総務課総務第１掛
052-744-2500

杉浦　康夫 教授 ３月12日�（金）16:30～18:00 基礎医学研究棟４階
第４講義室 痛み研究の30年 機能組織学　安井

052-744-2016

太田美智男 教授 ３月18日�（木）15:30～17:00 基礎医学研究棟４階
第４講義室 細菌学・感染制御と産学連携 分子病原細菌学　浅香

052-744-2106

高木　健三 教授 ３月11日�（木）14:00～14:55 医学部保健学科東館
大講義室 気管支喘息治療の変遷� 総務課総務第３掛

052-719-1580

古池　保雄 教授 ３月11日�（木）15:05～16:00 医学部保健学科東館
大講義室 睡眠時の自律神経活動について 総務課総務第３掛

052-719-1580

田川　義勝 教授 実施しない

工学研究科

山根　　隆 教授 ３月12日�（金）13:00～ 工学部２号館南館�
４階241講義室 タンパク質の研究に行きつくまで 総務課総務掛

052-789-3402

森永　正彦 教授 ３月５日�（金）15:00～ 工学部２号館南館�
４階241講義室 合金設計－過去・現在・未来－ 総務課総務掛

052-789-3402

山根　義宏 教授 ２月19日�（金）15:00～16:30 工学部１号館２階�
121講義室 臨界安全研究40年 総務課総務掛

052-789-3402

淺岡　　顕 教授 実施しない

生命農学研究科

高倍　鉄子 教授 ２月12日�（金）13:05～13:50 生命農学研究科�
第12講義室 植物で明るい未来を 庶務掛

052-789-5266

宗宮　弘明 教授 ２月12日�（金）13:55～14:40 生命農学研究科�
第12講義室 魚類に学ぶ 庶務掛

052-789-5266

大澤　俊彦 教授 ２月12日�（金）14:45～15:30 生命農学研究科�
第12講義室 食品機能化学研究と共に 庶務掛

052-789-5266

織田　銑一 教授 実施しない

多元数理科学�
研究科

塩田　昌弘 教授 ３月17日�（水）15:00～16:00 理学部１号館５階�
509号室 モデル理論から見た普通の数学 教育研究支援室

052-789-2833

三宅　正武 教授 ３月17日�（水）16:15～17:15 理学部１号館５階�
509号室

「出会い　そして　数学」
－微分方程式系のNewton 図形をめぐって－

教育研究支援室
052-789-2833

国際言語文化�
研究科

秦　　明吾 教授 実施しない

柴田　庄一 教授 ２月９日�（火）14:00～15:30 文系総合館�
カンファレンスホール

今あらためて「大学の原点」を考える－夏目漱石�
ならびにエルンスト・ブロッホの所説にも触れて－

文系総務課総務�
グループ（国言担当）
052-789-5312

松本伊瑳子 教授 ２月９日�（火）16:00～17:30 文系総合館�
カンファレンスホール 他者といかに向き合うか

文系総務課総務�
グループ（国言担当）
052-789-5312

吉村　正和 教授 １月25日�（月）13:00～14:30 全学教育棟本館 C14 ロンドン都市生活（1738）
文系総務課総務�
グループ（国言担当）
052-789-5312

春名　幹男 教授 ２月12日�（金）15:00～16:00 IB 電子情報館２階�
大講義室 核密約と報道

文系総務課総務�
グループ（国言担当）
052-789-5312

平成21年度定年退職教授等の最終講義日程
　下記の情報は、１月22日現在のものです。詳細については、問い合わせ先にご確認ください。
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所　　　属 氏　名 職名 月　　日 時　　間 場　　　所 講義題目 問い合わせ先 備　　　考

環境学研究科

山田健太郎 教授 ３月８日�（月）15:00～16:30 IB 電子情報館２階�
大講義室

（仮題）鋼橋の維持・管理�
－橋の医者になりかかった研究者の独白－

石川敏之助教
052-789-4514
エコトピア科学研究所�
舘石和雄教授　�
052-789-3741

井村　秀文 教授 ３月12日�（金）16:30～18:30
名古屋マリオット�
アソシアホテル
17階コスモス

環境システム学－回顧と展望－

東　修助教
052-789-3840
環境学研究科　�
谷川寛樹准教授　�
052-789-3223

田中　　剛 教授 ３月13日�（土）13:00～14:30 環境総合館１階　�
レクチャーホール 失敗した事、やり残した事�－名古屋大学での19年 三村耕一准教授

052-789-3030

連絡取れない場合：�
庶務掛
052-789-3454

情報科学研究科

高浜　盛雄 教授 ３月19日�（金）15:00～16:00 IB 電子情報館中棟�
１階013講義室 制御とともに30＋９年 庶務掛　

052-789-3522

森　　敏彦 教授 ３月４日�（木）15:00～16:00 情報科学研究科棟�
１階第１講義室 生き暮れて30有余年 庶務掛

052-789-3522

森　　昌弘 教授 ３月12日�（金）13:00～14:00 情報科学研究科棟�
１階第４講義室

変わり者には変わり物－incommensurateな物質と
の出会い

庶務掛
052-789-3522

環境医学研究所 児玉　逸雄 教授 ３月12日�（金）15:00～16:00
野依記念学術交流館
２階カンファレンス
ホール

心臓調律の成立と破綻 第２庶務掛
052-789-3886

エコトピア科学
研究所 古賀　一男 教授 ３月15日�（月）16:00～17:30 工学部５号館�

�521講義室 行動科学の隘路を探る道具としての眼球運動研究

臼倉治郎教授　
052-789-3925
環境学研究科　�
川口　潤教授
052-789-3505

総合保健体育�
科学センター

島岡　　清 教授 実施しない

近藤　孝晴 教授 実施しない

農学国際教育協
力研究センター 松本　哲男 教授 ２月12日�（金）15:35～16:20 生命農学研究科�

第12講義室 開発途上国の農学・農業・農村問題に取り組んで 庶務掛
052-789-5266

博物館 足立　　守 教授 ３月13日�（土）15:30～17:00 環境学研究科１階�
レクチャーホール “自然に学ぶ ”フィールドワーク40年 博物館事務室

052-789-5767
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

１月19日（火）～２月20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

２月17日（水）
場　　所：刈谷市市民会館まつの間
時　　間：14：00～16：00

［問い合わせ先］
環境学研究科
しんきん環境事業イノベーション寄附講座
052-747-6550

環境学研究科しんきん環境事業イノベーション寄附講座 
第２回環境学公開講演会
テ ー マ：「生物多様性を理解するために
　　　　　 －生物多様性は私たちの生活にどのような関わりがあるのか－」
講 演 者：林　清比古氏（愛知県顧問）、北川浩之（環境学研究科教授）、
　　　　　安田公昭（環境学研究科寄附講座教授）

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）

２月19日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：30～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
工学研究科
複合材工学研究センター事務室
052-789-3112（月・木 10：00～17：00）

工学研究科附属複合材工学研究センターシンポジウム 
CERC シンポジウム10

２月20日（土）
場　　所：文学部本館２階237教室
時　　間：13：00～

［問い合わせ先］
文学研究科　准教授　中村靖子　 
yanaka@lit.nagoya-u.ac.jp

シンポジウム「人文学と科学のココロ。～我々はなぜ
物語を渇望するのか～」
講 演 者：瀬名秀明氏（作家）、大平英樹（環境学研究科教授）、
　　　　　河村晶子（理学研究科准教授）

２月21日（日）、22日（月）
場　　所：カイロ大学
時　　間：９：00～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
エコトピア科学研究所
教授　長谷川達也　052-789-4506

Technologies for Energy and Water Resources  
in the Arab Region
テ ー マ：「アラブ地域におけるエネルギーと水資源の技術」
講 演 者：石川　薫氏（駐エジプト日本大使）、渡辺芳人（副総長）、
　　　　　長谷川達也（エコトピア科学研究所教授）他
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

２月27日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：14：00～
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第32回博物館コンサート（NUMCo） 
～モンゴルの旧正月（ツァガーンサル）によせて～

「モンゴルの伝統民族楽器とホーミー」
演 奏 者：デリヘイ氏

２月27日（土）、28日（日）
場　　所：博物館、蒲郡市生命の海科学館
時　　間：14：00～16：30（2/27）、
　　　　　９：00～16：00（2/28）
対　　象：小学３年生から中学３年生と
　　　　　その保護者
　　　　　（中学生個人参加可）
定　　員：30名
参 加 費：1000円

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

名古屋市科学館共催事業 
第４回地球教室「鉱物をさがそう」

２月28日（日）
場　　所：東急ホテル
時　　間：13：00～17：00
対　　象：医療従事者、学生
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
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年度第２回合同セミナー
テ ー マ：「世界標準の化学療法を目指して」
講 演 者：竹下明裕氏（浜松医科大学准教授）、久保昭仁氏（愛知医科大学准教授）、
　　　　　鶴見　寿氏（岐阜大学准教授）、矢野大仁氏（岐阜大学講師）、
　　　　　澤　祥幸氏（岐阜市民病院部長）石黒　崇氏（岐阜市民病院）

２月28日（日）～３月２日（火）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～17：00（2/28）、
　　　　　９：00～17：00（3/1、2）

［問い合わせ先］
GCOE 事務局　052-788-6195

グローバル COE プログラム「宇宙基礎原理の探求」 
2010国際ワークショップ
テ ー マ：「Multi-Phase�Interstellar�Medium�and�Dynamics�of�Star�Formation」

３月４日（木）
場　　所：熊本県崇城大学ホール
時　　間：12：30～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
エコトピア科学研究所
教授　田中信夫　052-789-3632

文部科学省・先端研究施設共用促進事業 
第３回名大京大連携報告会

「高性能電子顕微鏡群によるナノ・バイオサイエンス支援事業」
「エネルギー機器材料の創製と保全研究のための産業利用支援」
基調講演：「先端研究施設の共用とイノベーション創出」
講 演 者：能見　正氏（文部科学省研究振興局）

３月４日（木）
場　　所：高等総合研究館１階
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：午後

［問い合わせ先］
研究協力部　研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

第20回高等研究院セミナー
講 演 者：長澤寛道氏（東京大学教授）、
　　　　　林　秀弥（法政国際教育協力研究センター准教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

３月４日（木）
場　　所：中央図書館５階大会議室
時　　間：18：00～19：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館友の会事務局　052-789-3666

附属図書館友の会トークサロン 
第19回ふみよむゆふべ
講演題目：「ギリシア人の考えた『美しい死』：テュルタイオスのエレゲイアを読む」
講 演 者：吉武純夫（文学研究科准教授）

３月８日（月）、９日（火）
場　　所：名鉄ニューグランドホテル
時　　間：９：00～17：10（3/8）
　　　　　９：00～12：50（3/9）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
理学研究科
助教　吉川浩史　052-789-5106

グローバル COE プログラム「分子性機能物質科学の 
国際教育研究拠点形成」 
有機エレクトロニクス／スピントロニクスに関する 
国際研究集会

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
准教授　近田政博　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」 

国際シンポジウム
テ ー マ：「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－」

３月19日（金）
場　　所：野依記念学術交流館２階
時　　間：16：00～

［問い合わせ先］
研究協力部　研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

第３回高等研究院レクチャー
講 演 者：杉山　直（理学研究科教授）他

３月19日（金）
場　　所：博物館２階展示室
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33回博物館コンサート（NUMCo） 
「早春の音楽会Ⅱ（ソプラノ＋弦楽四重奏）」
演 奏 者：カルテット・フリーセント、本田美香氏（ソプラノ）
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【お詫びと訂正】
名大トピックス200号（2010年１月15日発行）で以下の誤りがありましたので、深くお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

35ページ・受賞者一覧　事務職員・技術職員
〔誤〕

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 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

〔正〕

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

開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

３月23日（火）～７月10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13回博物館特別展 
「縄文のタイムカプセル－貝塚－」

３月31日（水）
場　　所：豊田講堂
時　　間：午後
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
研究協力部　研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

名古屋大学レクチャー
講 演 者：杉浦昌弘（名誉教授）、
　　　　　竹市雅俊氏（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター所長）
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表紙

夕焼けに染まる大幸キャン
パス

（平成22年１月18日）

イベントカレンダー



　名古屋大学教育学部の前身にあたる岡崎高等師範学校
（岡崎高師）の初代校長水野敏雄は、1893（明治26）年に東
京市に生まれ、1911年に第一高等学校に入学、14（大正３）
年には東京帝国大学文科大学（現在の東京大学文学部）哲
学科に入学し、教育学を専攻しました。
　卒業後、文部省に入省し、20年には山口高等学校教授、
27年には東京女子高等師範学校（現在のお茶の水女子大学）
教授となりました。37（昭和12）年には文部省にもどり、教
学局指導部指導課長などを歴任、45年４月、新設の岡崎高
師の校長に就任したのです。高等師範学校は、主に中等学
校の教員を養成する学校です。
　岡崎市の20年にわたる誘致運動が実り、念願の創設と
なった岡崎高師ですが、当時の状況は敗戦の４ヵ月前とい
う最悪なものでした。したがって、水野校長の苦心も並大
抵のものではありませんでした。
　校地や校舎も市内の学校の転用であったうえに、付属学

校は当面は仮の代用学校とされました。教員も、定員18名
のところ、当初着任した教官は水野校長ほか３教授のみ
で、しだいに増加したものの定員を満たすことができませ
んでした。それでも第１回入試には入学志願者が殺到しま
すが、合格発表の直後に戦時教育令によって学業が事実上
停止され、さらに７月20日の岡崎空襲により、校舎のほと
んどが焼失してしまったのです。
　敗戦後の復興は、まさにゼロからの出発となりました。
水野校長は、仮校舎での学校経営のかたわら、本格的な移
転先を模索しましたが、適当な校地や校舎が見つからず、
岡崎市を離れ豊川市の旧豊川海軍工廠施設へ移転するとい
う、苦渋の決断をせざるをえませんでした。
　そして、新天地で本格的な学校経営に乗り出した矢先、
いわゆる公職追放令によって、職を退かなければならな
かったのです。その１年余りの任期は、まさに苦難に暮れ
たものともいえました。

１ ３ ４

２

１　�水野敏雄（1893－1981）。水野校長は敗戦直後の岡崎高師の状
況を、「孤立無援、微力ながらお互いの力の限りを出しあって、
開校匆々の難局を乗り超えようとする悲壮な気魄に溢れてい
た。」を回想している。1950（昭和25）年の公職追放解除後は、
日本育英会理事、のちに理事長、島根大学学長を務めた。

２　�豊川移転後の岡崎高等師範学校（現在は県立豊川工業高等学校）。
３　�「岡崎高等師範学校跡」記念碑。碑文は水野敏雄初代校長によ

るもの。1980（昭和55）年に岡崎高師の同窓会「黎明会」によっ
て建立された。かつて岡崎高師に隣接する学生寮「振風寮」が
あった、現在の豊川市文化会館の前庭にある。また、そのすぐ
隣には、岡崎高師（のち名大教育学部）附属中学校・高校の記
念碑（1997年に同窓生が建立）が建っている。

４　�岡崎時代の正門。

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

94 岡崎高師校長 水野敏雄　― 名大をひきいた人びと⑤ ―
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