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●学生の元気

平成21年度名古屋大学総長顕彰　８名１団体表彰

平成21年度名古屋大学総長顕彰　受賞者及び受賞団体のことば

2009年度名古屋大学学生論文コンテスト

●部局ニュース

文学部・文学研究科公開シンポジウムを開催

一般向け企画「LHC実験はじまる」を開催

複合材工学研究センターシンポジウム10を開催

国際シンポジウム「21世紀におけるディアスポラ再編と国際移動」を開催

講演会「大西洋を越えたドイツ表現舞踏」を開催

「メディア社会の近未来」プロジェクト連続講演会を開催

「アラブ地域におけるエネルギーと水資源に関するシンポジウム」を開催

大学教育改革フォーラム in 東海2010を開催

第19回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催

第109回特別講演会を開催

●環境への取り組み

ごみの減量化はエコ活動の第一歩

●資　　料

平成22年度名古屋大学組織図

●受賞者一覧
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　平成21年度名古屋大学卒業式が、３
月25日（木）、豊田講堂において挙行さ
れました。
　午前10時から修士・専門職・博士学
位記授与式が、続いて午前11時50分か
ら学士学位記授与式が行われ、会場の
豊田講堂は卒業生等で満員となりま
した。
　名古屋大学交響楽団が演奏する

「ニュルンベルクのマイスタージン
ガー」前奏曲（ワグナー作曲）で始まっ
た式典では、来賓の方々らが見守る
中、濵口総長から修士課程及び博士課
程前期課程修了生1,548名に修士学位
記が、大学院法学研究科専門職学位課
程（法科大学院）修了生83名に専門職
学位記が、医学博士課程及び博士課程
後期課程修了生214名に博士学位記が、
また、学部卒業生2,159名に学士学位
記が、それぞれ授与されました。

　総長は、大きく拓かれた将来へのス
タートラインに立つ修了生及び卒業生
に対し、それぞれ送別のことばを贈
り、激励しました（詳しくは、総長祝
辞をご覧ください）。
　次に、大学院国際言語文化研究科博
士課程後期課程修了生の野呂健一さん
が修了生総代として、また、文学部卒
業生の藤原香里さんが卒業生総代とし
て、本学への感謝の気持ちと今後の抱
負等を述べました。
　続いて、来賓として、名古屋大学全
学同窓会会長の豊田章一郎氏（トヨタ
自動車株式会社名誉会長）より心のこ
もった祝辞をいただきました（詳しく
は、来賓祝辞をご覧ください）。
　その後、名古屋大学混声合唱団が、
送別の歌として学生歌「若き我等」、

「青空が青かった」を合唱、続いて「蛍
の光」を全員で斉唱し、名古屋大学交

響楽団による「威風堂々」（エルガー
作曲）の演奏とともに、式典は幕を閉
じました。
　卒業式終了後には、雨天にもかかわ
らず豊田講堂前に詰めかけた後輩たち
から花束を贈られたり、胴上げをされ
たり、友人や後輩、家族などと記念撮
影をする卒業生の姿があちらこちらで
見られました。
　卒業式の様子は、豊田講堂ホワイエ
及び中２階、シンポジオンホール、経
済学部カンファレンスホール、また、
本学ホームページ上においてライブ中
継され、多くの方々がこの晴れがまし
い式典に臨みました。
　なお、卒業式の模様は、現在、本学
のホームページ（http://www.nagoya- 
u.ac.jp/about-nu/publication/movie/）で
視聴することができます。
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　名古屋大学は、本日ここに、平成21年度大学院修士課程
及び博士課程前期課程修了者1,548名に修士学位記を、大
学院専門職学位課程修了者83名に専門職学位記を、大学院
医学博士課程及び博士課程後期課程修了者214名に博士学
位記を授与いたしました。学位記を授与された皆さんに教
職員を代表して心からお祝いを申し上げます。
　皆さんは、これから社会に出られる方、研究者となる方、
博士課程後期課程へ進学される方、とそれぞれ異なる道を
歩まれます。しかし共通することは、今日修了式を迎えら
れる事、そして新しい生活への期待感に満ちた気持ちでお
られることです。おめでとうございます。新しい門出に立
たれる皆さんに、心から拍手とエールをお送りします。
　さて、今日皆さんは、改めて、大学での生活を思い起こ
し、様々な出来事を振り返られている事と思います。皆さ
んの名大での学生生活は、どのようなものだったでしょう
か。充実した研究生活を体験できたでしょうか。どんなこ
とが、心に残っているでしょうか。
　私も、ちょうど30年前に、大学院を修了しました。振り
返れば、私たちの時代は、大学紛争の時期でもありました。
大学は紛争に明け暮れ、大学解体が叫ばれていました。そ
の当時、私は迷いに満ちた生活を送っていました。大学を
卒業し、医師として現場で働き、悩んだ末に入学した大学
院では、果たして専門家になれるだろうかと不安に満ちた
生活を送りました。
　大学は、一体何を学ぶべきところなのでしょうか。もち
ろん専門的な知識技術を習得し、国際的な成果を上げるこ
とは当然であります。しかし、今振り返ってみると、大
学・大学院において、最も大切なことは、一般教養、リベ
ラルアーツを学び、知性を深めることであると私は今思い
ます。
　この知性 intelligence という言葉を使うとき、私は昔
Nature で読んだ論文を常に思い出します。その論文は、
人間の知性 intelligence には２種類あるというのが論旨で

した。２種類とは、ひらめきを主体とする inspired intel-
ligence そして結晶化する crystallized intelligence です。
前者の intelligence は天性のものがあり、数学等に必要と
されます。またその力が最大限に発揮される時期は20代で
す。これに対して、後者の結晶化する intelligence は、状
況に応じた的確な判断をもたらすものであり、経験にもと
づく修練が必要です。探検家や経営者はこの intelligence
を必要とし、その能力がピークを迎えるのは70歳代である
と書かれていました。今皆さんは、inspired intelligence を
磨く最終段階にあり、crystallized intelligence の結晶の核
となる体験を深める時期にあります。
　さて、どうやって知性 intelligence を深めるのか。intel-
ligence は単なる知識を増やすことではありません。では、
どうするのか。自我を磨く、intelligence を深めることに
思い及ぶとき、私はパスツールの言葉を思い出します。パ
スツールは、ご存じのようにフランスの微生物学の開拓者
です。生物の自然発生説を否定するとともに、狂犬病ワク
チンの開発で有名な科学者です。彼の伝記に触れたこと
が、私にとって医学者を志す要因になっています。パス
ツールがこんな言葉を残しています。
　Chance favors the prepared mind. 直訳すると、「チャン
スとは心の準備をした人に微笑むものだ」です。
　友人のがん遺伝子研究のピーター・ヴォークトが、彼が
発見した Jun というがん遺伝子の研究について話した時、
私はこの言葉を初めて耳にしました。もう20年近くたちま
すが、今も彼の姿が目に浮かびます。さて、the prepared 
mind とは何を意味するのでしょうか。代表的な例が、抗
生物質の発見の中にあります。人類の病気との闘いは、あ
る意味で感染症克服の歴史でもありました。この戦いで、
転機となったのが、ペニシリンの発見ですが、それは実験
の失敗から生まれているのです。フレミングと言う人が、
バクテリアを寒天培地で培養していた時の事。培地にカビ
が紛れ込みました。普通の人間なら、「あ、実験を失敗し
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た」と培地を捨てるところです。しかしフレミングは冷静
に培地を見つめました。そして、奇妙な事に気がついたの
です。何か。カビが生えている周りでは、バクテリアが溶
けていたのです。この発見から、ペニシリンが生まれ、感
染症克服の歴史が始まったのです。私は、この歴史につ
いて、私の師匠に聞いたことがあります。「実験をしてい
ると、時々神様がささやく事がある。問題は、そのささや
きを聞くことができるかだ」と。どんな素晴らしい真実
に出会っても、決定的な実験結果を目の前に見ていても、
prepared mind・準備された心がないと、気がつかないも
のなのです。
　ではどうやって、prepared mind を鍛えるのか。私の個
人的な体験では、失敗をよく見つめる事です。理系の方々
は沢山実験の失敗をしていると思います。失敗ほど嫌なも
のはありません。だから失敗した結果はすぐ捨てるのが、
人間の本性です。しかし、教授として、沢山の失敗に付き
合っていると、不思議な事に気がつきます。それは、失敗
は実に個性的なこと、そして各々の大学院生にそれぞれ個
性的なパターンの失敗が繰り返されることです。このこと
から、失敗は、１人１人の個性に内在する問題を表象化す
るものであると、私は思います。今日は、楽しかった記
憶を思い起こすだけではなく、１つ１つの経験を吟味し、
prepared mind 心の準備を整え、これから皆さんに訪れる
であろうチャンスに備える日としてください。
　さて、皆さんは、今後就職される方、研究者として研鑽
をつまれる方など、これからの人生は分かれていきます。
どちらにせよ、皆さんの生きていく社会は、残念ながら決
してバラ色の状況にありません。リーマンショック以来、
世界は厳しい経済状況が続いています。今年になり、経済
はやや回復状況にありますが、依然厳しい状況にあること
は変わりません。この百年に一度とも呼ばれる不況は、何
故起きたのでしょうか。私は、グローバリゼーションと
IT 革命の中で、世界が共通の経済システムで動くように

なった事が背景にあると思います。
　今、人類社会はグローバリゼーションと IT 革命の津波
の中で、大きく変わりつつあります。そして、「百年に１
度の不況」も、この大きな波の中の１つのうねりに過ぎな
いと、私は思います。世界が統一的な経済システムで一体
化されるようになり、変化のスピードが IT 化によって飛
躍的に促進された結果、一企業の失敗が瞬く間に世界全体
を引き込む衝撃を生み出すようになりました。
　振り返れば、20世紀の科学は多くの利便性と快適性、長
寿と物質的幸福を人類社会にもたらしました。しかし一方
で、科学の進展は、人口爆発や資源枯渇、食糧危機、環境
破壊等の深刻な危機を生み出し、従来の科学では解決困難
な、そして多様な課題に、われわれは直面しています。
　さて、資源枯渇、食糧危機、環境破壊等の深刻な危機を
前に、我々人類は、我々の社会が持続可能となる解決法は
見いだせるのでしょうか。もし解決法が見いだせるとする
なら、それはやはり科学の発展の中にしかないと私は思い
ます。いま我々は、新しい発想と価値観を持った、困難を
解決できる科学技術が必要なのです。そして日本は、われ
われが抱えている困難に果敢に挑む若い力を必要としてい
ることです。そしてそれを可能とするヒントは、社会のあ
らゆる現場にあります。皆さんは、どのような現場で働く
とも、どのような立場になろうとも、我々の抱えている困
難をまっすぐに見据え、prepared mind を持ち、困難に挑
戦し続ける人材となっていただきたい、これが皆さんの卒
業にあたり、私からの切なるお願いです。
　卒業おめでとう。皆さんの豊かな未来を祈念いたします。
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　皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　名古屋大学は、本日ここに、平成21年度の学部卒業生
2,159名に、学士の学位記を授与いたしました。
　洋々たる将来に向けて船出される皆様に、名古屋大学教
職員を代表して、心からお祝い申し上げます。大学での勉
学を糧に希望に満ちて旅立たれる皆さんをお送りすること
は、私ども大学人にとって、最上の誇りであり、喜びであ
ります。いまこうして、皆さんの溌剌としたお顔を見つめ
ていると、大学卒業という達成感と、これから始まる新し
い生活への希望が、私にも強く伝わってきます。おめでと
う。長い勉学期間を修了し、自立への出発点に立たれてい
る皆さんに、心より拍手をお送りします。
　さて、卒業式は、大学での生活を思い起こし、在学中の
様々な出来事を改めて振り返る機会でもあります。皆さん
の名大での学生生活は、どんなものだったでしょうか。入
学した時の期待通りのものでしたでしょうか。楽しいもの
でしたでしょうか。充実していましたか。どんなことが、
心に残っていますか。きっと、沢山の喜びと、様々な失敗、
多くの出会いにあふれていることでしょう。
　皆さんが学生生活を過ごしたこの４年間は、名大にとっ
ても、日本にとっても、大きく価値観が変換する時代でし
た。私たちは今、明治・終戦後に続く第３の時代の転換点
に生きていると思います。少し振り返ってみましょう。名
古屋大学は、明治４年に尾張藩の仮医学校として出発し
てから139年、1939年に名古屋帝国大学として総合大学に
なってから71年を迎えた、中部地区で最も古い総合研究大
学です。昨年、名古屋大学は、70周年を迎えました。今皆
さんのいる豊田講堂は、50年前に建築され、昨年70周年を
記念に、本日ご臨席の豊田章一郎全学同窓会長様のご支援
により、全面的に改修されました。50年たってもモダンな
この建物は、自由闊達な名大の学風を象徴するものと思い
ます。さて、皆さんが入学される少し前、平成16年に名古
屋大学は国立大学法人となりました。これは、国立大学と

いう組織にとって、明治以来の大変革であります。実はい
ま、日本の大学は、厳しい財政状況と少子化の中で競争・
淘汰の時代を迎えています。皆さんには、余り実感はない
かもしれませんが。
　一方、皆さんも鮮明に記憶されていると思いますが、一
昨年、名大を卒業された益川敏英先生、小林誠先生がノー
ベル物理学賞を受賞されました。同じ年に、名大助教授で
あった下村脩先生がノーベル化学賞を受賞されました。同
じ年に、２部門で３名の先生方が受賞した大学は、ノーベ
ル賞の歴史の中でも極めてまれな存在だと思います。３人
の先生方に先立ち、2001年には野依良治先生が、ノーベル
化学賞を受賞されています。皆さんが大学生活を送られた
時期は、自由闊達な学風を誇りとする名大が、その70年の
歴史の中で素晴らしい業績を生みだしたことを実感できた
時期、我々が素晴らしい大学で学ぶことができたことを体
験できた時期でもあります。
　そこで私は、皆さんに３つのお願いがあります。その第
１番。どうか、明日からは、母校・名古屋大学で学んだこ
とを、生涯の誇りとしてください。そしてどうか、名大
を忘れずに、自分の人生に誇りを持って生きてください。
そして、卒業したら、いつかは必ず homecoming day に、
このわれらの象徴、豊田講堂へ帰ってきてください。
　さて、２番目のお願いをする前に少しお話をさせてくだ
さい。本日卒業を迎えられた諸君の約半数の方は就職さ
れ、また、大学院へ進学される方が半数おられます。大学
院へ進学する方も数年間の研鑽の後には、多くの方が社会
に出て活躍されることとなります。皆さんがこれから旅立
つ社会は、残念ながら決してバラ色の状況にありません。
リーマンショック以来、世界全体で厳しい経済状況が続い
ています。今年になり、経済はやや回復状況にあるとの報
道がありますが、大学卒業生の就職は厳しい状況にありま
す。名大卒業生となる皆さんは昨年並みの就職内定率とな
り、殆どの方が内定を得る事が出来ましたが、日本全体を
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みると、大学卒の２割の方が今も内定を得る事ができずに
います。卒業式の時期となった今でも、就職先を求め、奔
走している同世代の友人たちがいる事を、どうか忘れない
でください。また、近隣のアジア諸国の大学卒業生に目を
転ずれば、彼らは、日本以上に厳しい就職状況にあります。
しかしこの、我々が今直面している経済状況は、言わば人
類の抱えている深刻な状況の一側面にすぎません。19世紀
以来、科学の発展は人類に物質的幸福と長寿をもたらしま
した。しかしその一方で科学の発展の結果、我々の社会
は人口爆発、資源枯渇、食糧危機、環境破壊等多くの深刻
な困難に直面しつつあります。21世紀の今日、人類社会は
大きな転機に差し掛かっていると言えます。果たして我々
は、人類社会が持続可能となる解決法は見いだせるので
しょうか。我々に解決法が見いだせるとするなら、それは
科学の発展の中にしかないと私は思います。いま我々は、
新しい発想と価値観を持った、困難を解決できる科学技術
が必要なのです。きっと今皆さんは、そんなことは可能
だろうか、私にできるだろうかと思っているかもしれませ
ん。いいえ可能なのです。なぜなら、名古屋大学には、実
例となる方がいます。赤﨑勇先生です。赤﨑先生は、青色
発光ダイオード（青色 LED）の発明をされた方です。青
色発光ダイオードは、例えば交通信号、ブルーレイディス
クや薄型のテレビなど、今では社会の様々な分野で使われ
ています。しかし、この青色発光ダイオードは、LED の
中でも最も実現不可能な色だとされていました。赤﨑先生
は、豊田合成と協力し、40年の歳月をかけ、粘り強く挑戦
し実現しました。その結果、３万２千人の雇用を創出し、
新たに売り上げ３兆６千億円の製品の開発につながったと
評価されています。更に重要なことは、LED は電球に比
較して大変長い寿命と低い電力消費量を持つ事です。つま
り、今人類が必要としている低炭素社会の実現を可能とす
る発明なのです。なぜこんな素晴らしい発明が生まれたの
か。赤﨑先生の経歴を拝見すると、２つの特徴的なことが

あります。それは、まず先生が、多くの人が困難な故にあ
きらめていたことに、粘り強く、長い年月をかけ、挑戦し
続けたことです。もう１つの特徴的なこととして、先生が
松下電器産業研究所と名古屋大学に所属された経歴を持つ
こと、青色発光ダイオードの実用化は豊田合成との長い協
力関係の中で実現したことです。先生は、実社会にある、
今社会が必要とする開発研究を、現場の中で実感し、それ
を実現する方策を大学の研究の中で探り当てられたのでは
ないかと、私は思います。私の申し上げたい事は、今人類
社会は、われわれが抱えている困難に果敢に挑む若い力を
必要としているのです。そしてそれを可能とするヒントと
なる事実は、社会のあらゆる現場にあります。どのような
現場で働くとも、どのような立場になるとも、我々の抱え
ている困難をまっすぐに見据え、愚直に挑戦し続ける人材
となっていただきたい、これが私の諸君へのお願いの２つ
目です。
　さて、３番目のお願いがあります。卒業し、自活できる
ようになったら、素晴らしい伴侶を見つけ、家族を作って
ください、が私の３番目のお願いです。いま日本は、急速
に少子高齢化社会になりつつあります。少子高齢化という
言葉の背景にあるもっと重要な事実は、日本がいよいよ人
口減少社会になるということです。2005年現在で日本の総
人口は12,777万人でありますが、2055年には、8,993万人と
70％に減少すると予想されます。更に深刻な問題は、15歳
から64歳までの労働人口が、2005年の8,445万人から2055
年には4,559万人と54％（半分）に減少することです。で
すから、私の３番目のお願いは、幸せな結婚をし、家族を
作ってください、なのです。君たちが幸せな家族を作るこ
とが、日本の未来につながるのです。
　沢山のお願いをしましたが、これから諸君が、多くの方
と出会い、成長し続ける事を、心から祈ります。卒業おめ
でとう。
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　ただ今ご紹介頂きました名古屋大学全学同窓会会長の
豊田章一郎でございます。 本日はこのような荘厳なる修
了式にお招きをいただき、誠にありがとうございます。
　まずもって、本日修了された皆様方に、心よりお祝いを
申し上げます。
　また先ほど、総長より学位記を受けとられた代表の皆様
それぞれが、素晴らしいお顔をされておりました。大学院
でしっかりと勉強されてきたことがよく分かり、大変嬉し
く思っております。

　あまり難しいことを申し上げるつもりはございません
が、先ほど総長が言われましたことを心に刻んで、これか
らの長い人生を大いに素晴らしいものにしていただきたい
と思っております。

　さて今、世界経済は、未曾有の危機と言われました
ショック状態を抜け出し、漸く好転の兆しも見え始めまし
たが、日米欧など先進国はいまだ厳しい状況にございま
す。特に私は、日本国内が内向きになりすぎていることを
大変心配しております。
　世界ではすでに未来への挑戦が始まっております。
　ご承知の通り、中国やインド、ブラジルをはじめとする
元気な新興国では、新しい国づくりを進めております。
　また、米国のグリーンニューディール政策など、環境問
題や資源・エネルギー問題への対応を技術革新の柱に据え
た新たな成長戦略が世界各所で展開されております。この
ように世界は今大きく変化しつつあることを、しっかりと

認識しておくことが大切であると思います。
　皆様には、｢世界の中の日本｣ という視点で、日本の目
指すべき姿、国際社会で果たすべき役割にも思いを馳せ、
大きな夢、高い志をもって、日本の新しい国づくりを担っ
ていくリーダーになるという気概をもって、それぞれの道
を切り拓いて行って頂きたいと思っております。

　ところで、私は昭和22年、今から63年前にこの名古屋大
学を卒業いたしました。その当時は、学部は医学部、工学
部、法学部、経済学部がありましたが、大学院はあまりあ
りませんでした。しかし今日では大学院の修士課程、博士
過程の卒業生が非常に増加してきたこと、さらにその中に
は世界中から留学生の方が沢山お見えになっていらっしゃ
ると伺いました。60年前の日本と今を比べると、日本とい
う国が国際的に立派になってきたことの証左であると思い
ますし、何よりも、これは、今までの先生方のご尽力、あ
るいは学生の皆様のご努力の賜物であると存じます。

　特に、名古屋大学の法人化後、平野前総長と濵口現総長
のリーダーシップの下で、法人化に対応した大学づくりに
努力をされて、中期の目標や計画の達成で実績をあげられ
た結果、2009年のタイムズ社の世界大学ランキングでの評
価が上昇していると伺っております。
　私も、昨年10月米国の科学雑誌「ネイチャー（NATURE）」
が、名古屋大学を高く評価し、その素晴らしさを幅広く紹
介している記事を読みました。
　これは、ノーベル賞の受賞者を４人も輩出するなど、こ
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れまでの地道な取り組みが国際社会でも高く評価された訳
でありまして、私も大変嬉しく、また、大いに自信を持っ
てよいと思っております。

　昨年名古屋大学は創立70周年を迎えましたが、私は、さ
らに名古屋大学が、大学としての国際競争力を向上させ
て、日本を支え、世界に開かれた大学として、発展してい
かれることを強く望んでおります。
　幸いにも、政府が支援するグローバル30に採択され、今
後10年間で留学生をさらに倍増する計画と伺っておりま
す。私も、是非留学生の方々とも切磋琢磨する環境の中で
国際的に活躍できる高度な人材が、どんどん名古屋大学か
ら育って行ってほしいと期待しているところでございま
す。

　特に、私は皆様が、今後、名古屋大学および名古屋大学
全学同窓会と連携を取られ、名古屋大学が、モノづくりに
特徴をもつ中部地区に位置する日本の基幹総合大学とし
て、研究・教育・社会貢献の各方面で世界屈指の大学とな
るようにご支援していただけることを希望いたします。

　そのためにも、大学と卒業生・修了生との密接な連携協
力が求められており、名古屋大学全学同窓会が「大学と社
会を結ぶ必須の組織」となると考えております。すなわち、
大学には、卒業生・修了生を大事にしていただき、大学の
状況や活動を発信していただくとともに、卒業生・修了生
の活躍を把握していただき、逆に卒業生・修了生は、母校

とのつながりを大事にしながら活躍いただき、同窓会を通
じて母校を支援するという関係でございます。さらに、大
学と同窓会が連携協力して社会貢献にも取り組むとよいと
思っております。

　名古屋大学全学同窓会も、平成14年10月に発足し８年半
がたちました。これまで、関東支部、関西支部、および遠
州会の３つの国内支部だけでなく、韓国、タイ、上海、北京、
バングラデシュ、ベトナム、カンボジア、モンゴルおよび
ウズベキスタンの９つの海外支部を作って参りました。今
後、皆様は海外でもご活躍されると思いますので、これら
の支部をご活用いただければ幸いでございます。

　また、いわゆる７大学、名古屋大学、東京大学、京都大
学ほか４大学の全体の同窓会として、学士会というものが
ございます。学士会は現在、会員は７万人弱ですが、各７
大学の交流、交友を深めていただくために、是非皆さんに
学士会にも入会していただきたいと思っております。こう
したことを通じまして、これからますます名古屋大学全体
が発展していくことを希望しております。

　最後に、再度、名古屋大学の卒業生・修了生として、健
康には十分ご留意され、自信を持って社会で活躍していた
だくことを祈念していることを申し上げ、私の祝辞とさせ
ていただきます。

　本日は誠におめでとうございました。
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　ただ今ご紹介頂きました名古屋大学全学同窓会会長の豊
田章一郎でございます。 本日はこのような荘厳なる卒業
式にお招きをいただき、誠にありがとうございます。
　まずもって、本日修了された皆様方に心よりお祝いを申
し上げます。
　また先ほど、総長より学位記を受けとられた代表の皆
様、それぞれが素晴らしいお顔をされておりました。大学
でしっかりと勉強されてきたことがよく分かり、大変嬉し
く思っております。

　あまり難しいことを申し上げるつもりはございません
が、先ほど総長が言われましたことを心に刻んで、これか
らの長い人生を大いに素晴らしいものにしていただきたい
と思っております。

　さて今、世界経済は、未曾有の危機と言われました
ショック状態を抜け出し、漸く好転の兆しも見え始めまし
たが、日米欧など先進国はいまだ厳しい状況にございま
す。特に私は、日本国内が内向きになりすぎていることを
大変心配しております。
　世界ではすでに未来への挑戦が始まっております。
　ご承知の通り、中国やインド、ブラジルをはじめとする
元気な新興国では、新しい国づくりを進めております。
　また、米国のグリーンニューディール政策など、環境問
題や資源・エネルギー問題への対応を技術革新の柱に据え
た新たな成長戦略が世界各所で展開されております。この
ように世界は今大きく変化しつつあることを、しっかりと

認識しておくことが大切であると思います。
　皆様には、｢世界の中の日本｣ という視点で、日本の目
指すべき姿、国際社会で果たすべき役割にも思いを馳せ、
大きな夢、高い志をもって、日本の新しい国づくりを担っ
ていくリーダーになるという気概をもって、それぞれの道
を切り拓いて行って頂きたいと思っております。

　さて、名古屋大学は法人化後、平野前総長と濵口現総長
のリーダーシップの下で、法人化に対応した大学づくりに
努力をされて、中期の目標や計画の達成で実績をあげられ
た結果、2009年のタイムズ社の世界大学ランキングでの評
価が上昇していると伺っております。
　私も、昨年10月米国の科学雑誌「ネイチャー（NATURE）」
が、名古屋大学を高く評価し、その素晴らしさを幅広く紹
介している記事を読みました。
　これは、ノーベル賞の受賞者を４人も輩出するなど、こ
れまでの地道な取り組みが国際社会でも高く評価された訳
でありまして、私も、大変嬉しく、また、大いに自信を持っ
てよいと思っております。

　昨年名古屋大学は創立70周年を迎えましたが、私は、さ
らに名古屋大学が、大学としての国際競争力を向上させ
て、日本を支え、世界に開かれた大学として、発展してい
かれることを強く望んでおります。
　幸いにも、政府が支援するグローバル30に採択され、今
後10年間で留学生をさらに倍増する計画と伺っておりま
す。私も、是非留学生の方々とも切磋琢磨する環境の中で
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国際的に活躍できる高度な人材が、どんどん名古屋大学か
ら育って行ってほしいと期待しているところでございま
す。

　特に、私は、皆様が、今後、名古屋大学および名古屋大
学全学同窓会と連携を取られ、名古屋大学が、モノづくり
に特徴をもつ中部地区に位置する日本の基幹総合大学とし
て、研究・教育・社会貢献の各方面で世界屈指の大学とな
るようにご支援していただけることを希望いたします。

　そのためにも、大学と卒業生との密接な連携協力が求め
られており、名古屋大学全学同窓会が「大学と社会を結ぶ
必須の組織」となると考えております。すなわち、大学に
は、卒業生を大事にしていただき、大学の状況や活動を発
信していただくとともに、卒業生の活躍を把握していただ
き、逆に卒業生は、母校とのつながりを大事にしながら活
躍いただき、同窓会を通じて母校を支援するという関係で
ございます。さらに、大学と同窓会が連携協力して社会貢
献にも取り組むとよいと思っております。

　名古屋大学全学同窓会も、平成14年10月に発足し８年半
がたちました。これまで、関東支部、関西支部、および遠
州会の３つの国内支部だけでなく、韓国、タイ、上海、北京、
バングラデシュ、ベトナム、カンボジア、モンゴルおよび
ウズベキスタンの９つの海外支部を作って参りました。今
後、皆様は海外でもご活躍されると思いますので、これら
の支部をご活用いただければ幸いでございます。

　また、いわゆる７大学、名古屋大学、東京大学、京都大
学ほか４大学の全体の同窓会として、学士会というものが
ございます。学士会は現在、会員は７万人弱ですが、各７
大学の交流、交友を深めていただくために、是非皆さんに
学士会にも入会していただきたいと思っております。こう
したことを通じまして、これからますます名古屋大学全体
が発展していくことを希望しております。

　最後に、再度、名古屋大学の卒業生として、健康には十
分ご留意され、自信を持って社会で活躍していただくこと
を祈念していることを申し上げ、私の祝辞とさせていただ
きます。

　本日は誠におめでとうございました。
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　名古屋大学ウズベキスタン事務所開所式・シンポジウム
及び名古屋大学全学同窓会ウズベキスタン支部設立総会
が、３月11日（木）、ウズベキスタン共和国タシケント市に
おいて開催されました。　
　ウズベキスタン共和国と本学との関係は、大学院法学研
究科によるアジア諸国における法と政治の研究に端を発し
ており、2000年にサマルカンド国立大学法学部、タシケン
ト国立法科大学、世界経済外交大学と同研究科との間に部
局間学術交流協定を締結しました。その後、2005年にタシ
ケント国立法科大学と共同で日本法教育研究センターを設
置し、更に2006年には同大学と大学間学術交流協定を締結
しました。これらの背景を基に設置された名古屋大学ウズ
ベキスタン事務所は、本学がその拠点に採択された文部科
学省国際化拠点整備事業（グローバル30）において、日本
の大学全体の魅力を情報発信するとともに、留学生のリク
ルートに係る支援業務の実施を行うことを目的とした「海
外共同利用事務所」の一つです。本学のみならず、日本の
大学全体の窓口となり、その魅力を伝えることが同事務所
の役割として求められています。

　アクマル・ブルハノフ ウズベキスタン事務所副所長の
司会により開催された開所式及びシンポジウムには、ウズ
ベキスタン側からは政府関係者、主要な大学の関係者、高
等学校関係者など、日本側からは濵口総長をはじめ、佐分
理事、渡辺副総長ら本学関係者32名、また秋葉正嗣文部科
学省大臣官房付をはじめとする他機関関係者ら、総勢約
200名の参加がありました。
　まず、総長が開会のあいさつをし、本学では人材育成を
重要な使命と位置づけていると述べ、さらには同事務所が
日本・ウズベキスタン両国間の架け橋になることを期待し
ていると今後の展望について示しました。その後、秋葉
大臣官房付、アンワル・グロムフジャエフ高等中等教育
省副大臣、平岡　邁日本国特命全権大使によるあいさつ、
中山恭子参議院議員（元駐ウズベキスタン共和国特命全権
大使）及び山田信博筑波大学学長からの祝辞の紹介があり、
次いで、杉浦法学研究科長からウズベキスタン事務所へ図
書の寄贈が行われました。
　基調講演では、渡辺副総長より本学の国際化に係る取り
組みについて説明があった後、イノムジョン・マジドフ高
等中等教育省高等教育管理部長からウズベキスタンの教
育事情について、杉浦法学研究科長から日本法教育研究
センターの取り組みについて説明がありました。後半の
部では、同じくグローバル30に採択されている筑波大学
の西村よしみ教授、立命館大学の小山昌久教授より各大
学の国際化の取り組みについての説明があり、引き続き、
遠藤斗志也理学研究科教授及び荒山裕行経済学研究科教授
より、本学における様々な国際プログラムについての説明
がありました。
　その後、会場に隣接する本学ウズベキスタン事務所にお
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いてテープカットが行われ、参加者に対して事務所におけ
る業務の様子が披露されました。
　テープカット終了後に、名古屋大学全学同窓会ウズベキ
スタン支部設立総会が同じ建物の２階会議室で開催されま
した。９番目の海外支部にあたる設立総会では、10数名の
ウズベキスタン人の修了生を含む40名を超える関係者が出
席しました。総会では、中野富夫連携委員長の司会のもと、
まず、総長から、支部には、卒業生の精神的な支えになる
とともに、アジア諸国との交流に貢献するため、広い意味
での支援を期待している、とのあいさつがありました。そ
の後、伊藤義人代表幹事のあいさつの後、総長から、支部
長であるメルハノフ・バホディール ウズベキスタン中央銀行部
長に支部旗、支部認定証及び会員証が手渡されました。
　夕刻からは、開所式出席者が臨席し、本学ウズベキスタ
ン事務所の開所を記念して本学主催のレセプションが開催
されました。同レセプションには、ウズベキスタン文化・
芸術フォーラム基金の提供による伝統音楽の披露があり、
盛況を呈しました。
　開所式・シンポジウムに先立つ10日（水）には、本学役員
及び文部科学省関係者に加え、ウズベキスタンでの活動の
礎を築いた佐々木雄太愛知県立大学学長らとともに、同事
務所の開設にあたり尽力いただいた関係機関への表敬訪問
を行いました。
　ウズベキスタンの科学・文化・教育の助成を行うこと
を目的とする「ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基
金」では、今後も引き続き教育面での交流を継続してい
くことを確認するとともに、両機関間で文化・芸術・教
育・科学の分野での一層の連携協力を図ることを明記し
た覚書に調印しました。タシケント国立法科大学では、

ミルザユスープ・ルスタムバーエフ同大学長の案内で、本
学日本法教育研究センターにおいて現地の学生が日本語
を学習している様子や、本学学生と現地学生との日本語
による討論会の様子、さらには大学構内に植えられてい
る日本から送られた桜の見学などを行いました。また、
ルスタムバーエフ学長からは、これまでの強固な関係を継
続するとともに、今後は日本からウズベキスタンへの学生
派遣についてもこれまで以上に活発に行っていただきたい
との要望がありました。ウズベキスタン共和国高等中等教
育省では、グロムフジャエフ副大臣よりウズベキスタンの
教育事情について説明があり、続いて、本学がウズベキス
タンに事務所を開設することについて政府としても大変歓
迎しており、今後は事務所を通じて日本の教育についての
情報が提供されることを期待している旨の発言がありまし
た。在ウズベキスタン日本大使館では、平岡特命全権大使
よりウズベキスタンの現状について説明があった後、日本
の貢献分野について意見交換しました。最後に、ウズベキ
スタン共和国外務省では、本学では今世紀に入って複数の
ノーベル賞受賞者を輩出しているとの濵口総長の説明を受
け、ウズベキスタンにおいては地方に至るまで教育に非常
に力点を置いており、日本から人材育成の観点で支援をい
ただけるのは大変ありがたいとの発言がありました。
　11日（木）午前には、世界経済外交大学の依頼により、学
生を対象に本学の人材育成について総長が講演を行いま
した。
　今後、名古屋大学ウズベキスタン事務所には、これまで
の友好関係を基礎として、優秀な留学生のリクルートを中
心とした、日本とウズベキスタンの架け橋という役割が期
待されます。
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　国際交流推進会議「アジア域内の大学間交流と東アジア
共同体構想」が、３月７日（日）、名古屋マリオットアソシ
アホテルにおいて開催されました。
　この会議は、昨年、鳩山首相がアジア地域における大学
間交流の重要性を提起し、質の高い交流の実施に向けた国
際会議の開催を提案したことと、ヨーロッパにおいては、
エラスムス計画、ボローニャ宣言等による「欧州高等教育
圏」の構築によって域内の大学間交流の枠組みが整備され
ており、アジア域内においても大学間交流の促進が求めら
れていることを踏まえ、アジアの発展の基礎となる人材養
成に貢献することを目的としたものです。
　シンポジウムは、宮田理事及び清水　潔文部科学省文部
科学審議官によるあいさつで始まり、基調講演及びパネル
セッションが行われました。
　基調講演では、キム・グァンジョ ユネスコバンコク事
務所長から、「アジア地域における大学間交流の現状と課
題」と題して世界の高等教育の動向から見たアジア地域で
の今後の大学間交流、人材育成の在り方について、また
濵口総長から、「名古屋大学における国際的人材育成につ

いて」と題して我が国の少子高齢化、人口の減少を踏まえ、
国際交流を通した人材育成の必要性、濵口プランにおける
人材育成の諸施策等について講演がありました。
　パネルセッションは、セッションⅠ「東アジアにおける
大学間交流の促進方策について」、セッションⅡ「大学間
交流における諸課題について－質保証の問題を中心に－」、
セッションⅢ「アジア地域の将来を担う国際人材像につい
て－オナーズプログラムでどの様な人材を育てるか－」の
３つのテーマにより構成され、アジアの大学等関係機関、
国際機関、産業界などから多くの識者が集まりました。
　セッションⅠでは、高等教育がそれぞれの独自性を保ち
つつ、幾層もの協調関係を構築していくような「モザイク
型」の地域連携モデルを構想することの必要性が強調され
ました。セッションⅡでは、高等教育の質保証の在り方、
大学自らが行う評価の重要性等いくつかの問題点が提起さ
れました。また、セッションⅢでは、次世代リーダーを養
成するために、国内外の優秀な学生への働きかけとして、
オナーズプログラムの事例が紹介され、日本の大学への示
唆を得ることができました。３つのセッションを通じてこ
れからのアジア域内における質の高い大学間交流の在り方
について、多くの参考となる意見が交わされました。
　最後に渡辺副総長から、高等教育における質保証に係る
いくつかの課題が明らかになったこと及び謝辞が述べら
れ、会議は閉会しました。
　学内外から約120名の大学、関係機関の国際交流関係者
などの参加があり、このテーマに関する関心の高さがうか
がわれました。今回交わされた論議は、国際的な人材交流
の更なる推進に資するもので、今後につながる大変有意義
な会議となりました。
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国際交流推進会議 
「アジア域内の大学間交流と東アジア共同体構想」を開催



　独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）との連携・
協力協定に基づく技術交流会が、３月９日（火）、環境総合
館において開催されました。
　この技術交流会は、平成19年に連携・協力協定が締結さ
れてから今回で通算６回目の開催になり、参加者は本学、
産総研あわせて71名に上り、会場は満席となりました。

　まず、宮田理事、矢部　彰産総研理事から開会のあいさ
つがあった後、斎藤永宏エコトピア科学研究所教授による

「グリーンビークル材料研究開発拠点」と題した基調講演
が行われました。現在注目されているグリーンビークルが
テーマになっていることから、参加者は熱心に聞き入って
いました。
　続いて、調査研究紹介が行われ、本学と産総研の研究者
がペアを組んで、材料分野を中心に基礎研究に関わる研究
成果、実用化へ向けて準備中の研究成果など多岐に渡る研
究について発表しました。
　その後行われた懇親会では、三留秀人産総研中部セン
ター所長による乾杯の発声後、講演会だけでは時間が足り
なかった参加者の間で意見交換が活発に行われ、盛況の内
に閉会しました。
　得意分野の技術・研究を互いに補完しながら、共同研究
等における連携がますます強まることが期待される技術交
流会となりました。

　名古屋大学基金感謝の集いが、２月20日（土）、野依記念
学術交流館において開催されました。
　最初に、名古屋大学基金感謝状贈呈式が、濵口総長、各
理事、副総長及び監事列席のもと、挙行されました。これ
は同基金に100口以上の寄附をされた個人の方に感謝の意
を表するため感謝状及び記念品を贈呈するもので、対象者

21名のうち９名の方が出席しました。今回は基金設立以来
２回目となります。
　まず、総長から、寄附者に対し、同基金の趣旨に賛同さ
れ、支援いただいたことに対する感謝の言葉とともに、基
金を有効に活用し、寄附者の意向に沿うよう大学運営に精
一杯あたっていきたいとの決意が述べられた後、一人ひと
りに感謝状が贈呈されました。
　贈呈式後に行われた懇談会では、本学に対する期待と激
励の言葉が寄せられるなど、大変有意義な機会となりました。
　引き続き、愛知県立芸術大学の大学院生を中心にした
ヴェゼールト弦楽四重奏団のコンサートが開催されました。
　このコンサートは、本学が文化芸術活動にも積極的に取
り組み、文化の香り漂うキャンパスにしていくことを大学
の使命と一つとしていることから、総長が磯見愛知県立大
学長や天野同大芸術創造センター長に協力をお願いし実現
したものです。
　コンサートには、感謝状贈呈式の出席者をはじめ、同基
金への協力者を多数招待し、約100名が素晴らしい演奏を
楽しみました。
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産業技術総合研究所との技術交流会を開催

名古屋大学基金感謝の集いを開催



　第20回高等研究院セミナーが、３月４日（木）、高等総合
研究館コンファレンスホールにおいて開催されました。同
セミナーは、若手研究者や大学院生の研究活動の支援を目
的として、最前線の研究、研究の個人史、研究倫理と公正
研究等を採り上げ、年数回開催するものです。
　セミナーは、坂神洋次高等研究院副院長の司会により進

められ、近藤院長のあいさつの後、まず、林 秀弥法政国
際教育協力研究センター准教授が、「『公正な競争』とは何
か」と題して、「公正」という角度から競争メカニズムに
関する最新の研究成果について分かりやすく講演しました。
　引き続き、長澤廣道東京大学大学院農学生命科学研究科
教授が、「東京大学大学院農学生命科学研究科における安
全衛生活動について」と題し、法人化以来同研究科の安全
衛生管理室の活動内容について講演しました。具体的な例
を挙げながら、発生した様々な問題及びその対処、また、
問題が発生しないように施した改善策や安全衛生活動につ
いて詳細に紹介しました。
　講演後には、活発な質疑応答が行われ、本学教職員、大
学院生や一般の方々など約40名が参加した熱気溢れるセミ
ナーとなりました。

　平成21年度名古屋大学卒業・修了留学生を送る夕べが、
３月１日（月）、シンポジオンホールにおいて開催されまし
た。この会は、今春、卒業・修了して、就職や帰国などで、
本学を巣立っていく留学生の今後の活躍を願い、激励及び
祝福し、相互理解と交流を深め、本学での想い出の一つと
なるよう開催されたもので、留学生や日頃お世話になって

いる留学生関係団体、留学生関係教職員など約200名が参
加して盛大に行われました。
　最初に、濵口総長から激励及び祝福のあいさつがあり、
続いて、宮田理事の発声により乾杯が行われました。会場
では、卒業・修了留学生が、総長や教職員、留学生関係団
体の方々を囲んで和やかに歓談したり、記念撮影する姿
が、あちらこちらで見受けられました。
　歓談の後に、名古屋大学留学生後援会からの記念品が後
援会会長の濵口総長から各部局の卒業・修了代表者へ手渡
されました。これに対し、卒業・修了留学生を代表して、
経済学部４年生徐
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さん（中国）及び大学院工学研究
科博士課程後期課程３年 A
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ael K.M. さ
ん（パレスチナ）の２人から、日本に留学してからの感想
を含めた謝辞が述べられました。
　最後に、石田留学生センター長から閉会のあいさつがあ
り、盛況のうちに終了しました。
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　第27回経営協議会が、２月21日（日）に開催されました。
　会議では、濵口総長からのあいさつがあった後、高橋理
事から平成22年度予算、職員の給与等の見直しについて、
総長から理事の再任についてそれぞれ説明が行われ、審議
の結果、了承されました。
　次いで、国の高等教育・学術・科学技術政策の動向、第
二期中期目標・中期計画、平成22年度入学者選抜の出願状
況、学部・大学院の卒業・修了予定者の進路状況、小型シ
ンクロトロン光研究センターに係る現況、素粒子宇宙起源
研究機構の設置について、各担当理事、副総長等から報告
が行われました。
　外部委員の方々からは、会計情報の公開方法、大学の広
報戦略、留学生獲得に関する方策等に関して、貴重な意見
が寄せられました。
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　皆さんはインスリン様成長因子（IGF）という
ホルモンをご存知でしょうか。ヒトの IGF は主
に肝臓で作られ、成長ホルモンなどの刺激に応答
し分泌され成長を促進します。特に成長が盛んな
胎児期と思春期に血中濃度が高いことが知られて
います。有名なインスリンの兄弟ペプチドで、作
用も重複しますが、インスリンが膵臓のランゲル
ハンス島β細胞で作られ、食後の血糖上昇に応答
して分泌され主に血糖調節・代謝調節に働くのと
は対照的で、両者の生理的機能は異なります。ま
た、インスリンでは合成後に C 領域と呼ばれる
一部が切り取られるのに対し、IGF ではこの切断
が起こらず、両者には構造上の違いもあります。
　インスリンあるいは IGF によく似たペプチド

（広義のインスリン様ペプチド、略して ILP）は
脊椎動物ばかりでなく無脊椎動物にも広く存在し
ます。近年、多くの昆虫や他の無脊椎動物のゲ
ノムの解読が進み、それぞれの種には複数の ILP
をコードする遺伝子が見つかっています。昆虫
の ILP で最初に構造決定されたのはカイコのボ
ンビキシンです。1980年代に名大と東大の共同研
究によりカイコ頭部から精製され、インスリン同
様に C 領域を欠く構造をもつことが示されまし
た。その後の研究により、ボンビキシンは脳内の
神経分泌細胞で産生され、摂食に伴う血糖上昇に
応答して分泌され、糖代謝を調節し、培養下の翅
原基（幼虫体内にある成虫の翅の基になる未分化
組織）の成長を促進することなどが明らかになり
ました。一方、ショウジョウバエを使った最近の
分子遺伝学的研究は、７種あるショウジョウバエ
ILP（DILP1-7）の多くは脳の神経分泌細胞で産
生され、この細胞の除去は幼虫の成長を著しく阻
害することを示しました。こうしてこれらの研究

は、昆虫脳内で作られる ILP は栄養依存的に分
泌され、代謝を調節し、幼虫の成長を促進すると
いう図式を浮き彫りにしました。ここで重要な点
は、ILP が栄養状態を末梢組織に伝え、栄養と代
謝・成長を結びつけていることです。この点に着
目すれば、昆虫の脳が分泌する ILP はヒトのイ
ンスリンに対応するホルモンであると考えられま
す。
　それでは昆虫にはヒトの IGF に対応する ILP
はあるのでしょうか。私たちの研究グループは最
近、カイコの蛹血液中にボンビキシンに似たペ
プチドが大量に存在することを見つけ、それを
精製し構造決定することにより、それが IGF 同
様に C 領域を持つ ILP であることを突き止めま
した。さらに、このペプチド（カイコ IGF 様ペ
プチド）が変態期の脂肪体（ヒトの肝臓と脂肪組
織の機能を併せ持つ昆虫特有の不定形組織で体
内に広く分布）で産生されること、脱皮ホルモ
ン（エクジステロイド）に刺激されて合成が始ま
ること、培養下の様々な成虫原基組織の成長を
促進することなどを明らかにしました（2009年１
月、FEBS Journal に発表）。これらの特徴は、同
ペプチドが脊椎動物の IGF に対応する昆虫のホ
ルモンであることを強く示唆します。しかし、そ
れを結論づけるには、カイコ IGF 様ペプチドが
体内でも成長促進作用を持つことを実証する必要
があります。そのためには遺伝子操作実験が要求
されますが、カイコではそうした技術は確立し
ていません。そこで私たちは遺伝子操作が容易な
ショウジョウバエを利用しました。まずカイコ
IGF 様ペプチドに相当するハエの ILP（DILP6）
を発現パターンの特徴に基づいて同定し、次い
で DILP6遺伝子を欠失した変異体を作製しまし
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た。そして、その変異体では同遺伝子が本来発現
する変態期にのみハエの成長が抑制されることを
示しました。また変異体に同遺伝子を導入し変態
期に発現させると成長が回復することも確かめま
した。これらの結果は、ショウジョウバエにも
IGF 様ペプチドが存在し、変態期の成長調節に
関わっていることを示しています（2009年12月、
Developmental Cell に発表）。
　昆虫の IGF 様ペプチドは他のホルモンの調節
下で肝臓の相同器官で産生され、栄養非依存的に
分泌され、特定の発育時期の成長を促進しまし
た。これらの特徴は哺乳類の IGF の特徴とよく
一致しています。哺乳類とは系統的に遠く離れた
昆虫に IGF 様のホルモンが見つかったことから、
IGF 様ペプチドは動物界全体に広く存在するもの
と推定されます。今回の発見は、昆虫の発育調節
研究の進歩に大きく貢献するばかりでなく、他の
無脊椎動物の成長調節の研究に大きな影響を与
え、さらにヒトの IGF 研究にも新たな視点や研
究法を提供することが期待されます。また、昆虫
とヒトのインスリン／ IGF の比較研究は両ホル
モンの起源と機能的本質の理解を深化させるもの
と考えられます。
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図１　�DILP6遺伝子を欠失したショウジョウバエ（右）と正常個
体（左）．DILP6欠失変異体では幼虫の大きさは変わらない
が、変態後の成虫のサイズが小さくなる。

図２　�昆虫のインスリン様ペプチド（狭義の昆虫 ILP）と IGF 様
ペプチド（昆虫 IGFLP）の特徴（分泌刺激、産生細胞、構
造、主な生理機能）をヒトのインスリンと IGF-I（IGF-II も
あるが研究は遅れている）の特徴と比較して示す。インス
リンと昆虫 ILP、IGF-I と昆虫 IGFLP の間には明瞭な対応関
係が見られる。

1982年　名古屋大学大学院理学研究科後期課程修了。
1986年　名古屋大学理学部助手。
1989年　同助教授。
理学研究科への配置換え、職名の変更を経て現在に至る。

理学博士（1983年、名古屋大学）
趣味は野鳥・昆虫・植物ウオッチング、山歩き、釣りなど。ただし
最近は出かけるチャンスがほとんどない。

みぞぐち　あきら



　平成21年度名古屋大学総長顕彰授与式が、３月
25日（水）午後４時より、豊田講堂第１会議室にお
いて行われ、８名の学生と１団体が表彰されました。
　総長顕彰制度は、学問の研鑽や文化・社会活動
等を通じて、「名古屋大学学術憲章」の目指す人
物像を実践している学生を称えるために、平成15
年度に創設されたもので、顕彰の対象は、「学修
への取り組み」（学修において成果がともなう取
り組みを積極的に行っており、その姿勢・成果が
他者の模範となると認められる者）及び「正課外
活動への取り組み」（社会貢献活動、ボランティ
ア活動、課外活動等において優れた評価を受けた
者、又は本学の名誉を著しく高めた者）の２部門
からなります。
　今年度は、「学修への取り組み」部門に８件の
学部推薦が、「正課外活動への取り組み」部門に
自薦・他薦を合わせて16件の応募がありました。
　これら合計24件の推薦・応募について、理事、
部局長等で構成する総長顕彰委員会での審査の結
果、「学修への取り組み」部門で５名、「正課外活
動への取り組み」部門で３名・１団体が受賞しま
した。

　授与式終了後の、総長と受賞学生との懇談会で
は、和やかな雰囲気の中、総長から学生へ将来へ
の激励と共に、活発な意見が交わされました。

全体の講評
　今年度で７回目を迎える総長顕彰制度への推
薦・応募の学生達は、意欲や姿勢、各活動への熱
意や情熱が感じられ、とても素晴らしいものばか
りでした。惜しくも受賞を逃した学生も甲乙付け
がたい内容であり、今後の活躍が楽しみです。
　また、受賞した学生・団体は、名古屋大学の目
指す「勇気ある知識人」としての更なる研鑽を積
み、今後の学生生活、社会生活において、後に続
く名古屋大学生の目標となりうる人材としての成
長を望みます。
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「学修への取り組み」部門
氏　名 学部学科・学年 受賞理由

鎌倉　千咲 教育学部人間発達科学科４年 授業中に提示された参考文献を手帳にメモし、多くの本を読むように心がけていたことや、データ収集をす
る際にインターネットを参考しないように心がけているなどといった、学修に取り組む姿勢は非常に高い評
価を得た。また、４年間の集大成といえる卒業論文においても、子供観の変遷をテーマに独自的な観点から
研究を行い、高い評価を得た。その他、上海でのフィールドワークにおいては他国の学生と積極的に交流し、
将来の夢の実現に向け、努力している姿がうかがえた。

東　　優佳 経済学部経営学科４年 興味があることには、学部の枠を超えて授業を積極的に受講するといった学修への取り組みは模範的な学生
といえる。こういった日々ひたむきな努力により得た知識をフル活用し、すばらしい卒業論文ができあがっ
たといえる。また、経済学部学修相談室では、自ら学んだ知識を自分にとどめておくだけでなく、後輩へと
伝えていくといった、人間性豊かな一面も垣間見える。

稲葉　友也 理学部地球惑星科学科４年 学業成績が優秀であることはもちろんのことだが、合格率が平均５％程度という難関の気象予報士試験に合
格したことは高く評価できる。また、学習塾のアルバイトでは、苦手な科目を少しでも興味を持ってもらお
うと、身近な物を使って解説したり、大学での授業や気象予報士の知識を生かした説明が生徒に学習意欲を
持たせることができた。

榎　　伯仁 工学部機械・航空工学科４年 専門分野である航空宇宙工学の知識を深めるために、JAXA でのインターンシップや宇宙エレベーター競技
会等に参加するなど大学の枠を超えて熱心に取り組んでいた。また、世界的なキャリアを積んでいくために、
積極的に英語の学習にも力を入れており、その一環としてホームステイに行ったり、日常的には語学学校に
通い、その他、英語による研究発表の練習を行うなど、将来を見据えた活動を行っていた。今後においても、
更なる飛躍が期待できる。

中野　利哉 農学部資源生物科学科４年 後継者不足が深刻である農業を継承していくために、必要な知識を深めようと専門分野はもちろんのこと、
他学科の講義をも積極的に受講するなど、勉学に対する意欲は高いといえる。また３年次に開講される実験
実習では、グループのリーダーとして計画から実践に至るまで纏め役としての責任を果たした。さらに、意
欲と能力のある農業者で自らの経営を計画的に改善するため、農業経営改善計画を作成し、市町村が認定す
る「認定農業者」の資格を有すとともに、環境を重視した持続性のある農業実践の成果が認められ、愛知県
知事より「エコファーマー」の認定をうけている。今後は、大学院における実践的研究活動を通して、さら
に食糧、農業に関わる視野を広げるとともに、専門的な学識を有する農業従事者として、将来の日本農業を
支える若き担い手として成長することを期待する。

「正課外活動への取り組み」部門
個人名または団体名（代表者） 分　野 受賞理由

大森　茉令（医学部医学科６年） 社会貢献活動 医学科での研修で忙しい毎日を送っているにもかかわらず、時間を有効利用しバイオリンの練
習をも続けてきた努力はすばらしいといえる。また、年間を通しさまざまな場所において、ソ
ロでの演奏ばかりでなく、他の演奏者とセッションを行い、美しい音色で多くの人を引きつけ、
小さい頃からコンクール等で受賞すること多数など、今後においても多くの人を魅了する演奏
に期待が持てる。

神山　祐一（情報科学研究科D3） 社会貢献活動�
国際交流

国際交流を特別なものとしてではなく、日常的な生活の一部として捉え、ボランティアを通じ
て地域に在住する外国人と日本人との交流を積極的に進めてきた結果、今年度、内閣府より社
会貢献青少年表彰を受賞した。現状に満足することなく、学校団体等との連携をさらに深めて、
交流の場を増やすなど、更なる飛躍を期待できる

円頓寺映画祭実行委員会�
（上杉　俊輔・国際言語文化研究科M1）

社会貢献活動 商店街の復興を望む商店街の方々と、映像文化の発展を望む円頓寺映画祭実行委員会による映
画祭を2009年より実施した。円頓寺映画祭実行委員会は場所の選定や募集の PR活動、当日の運
営に至るまで自ら考え、実行したことは非常に評価できる。初めて実施した映画祭では課題が
多く残ったが、今後につながるものとなった。

小西　康貴（医学部医学科６年） 正課外研究活動�
社会貢献活動

海外におけるインターンシップやNGOでの活動、笹島診療所でのボランティア活動等を通じて、
世界的な貧困や医療問題を自分の目で確かめ、その問題に対して多角的に考察する姿勢は大変評
価できるものである。また、自らの経験を広報誌等を通して発信し、社会に貢献している。今
後においても、専門知識を十分に活かし、世界的に活躍することを期待する。
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　私はこの４年間で、
真の意味での「学ぶ
姿勢」を身につける
ことができたと考え
ています。大学での

「学び」は、多くの点
で高校生までの「勉
強」とは全く違った
もので、入学当初は
戸惑いもありました

が、講義の中で取り上げられた参考文献を別紙にメモして持ち歩
き、より多くの文献にあたるなどの工夫をしてきました。
　そんな中で大きな経験となったのは、上海での海外教育調査
研究です。ここでは自ら設定したテーマについて、現地の学校で
調査するという貴重な経験をすることができました。特に、現地
の大学生との交流では、異なる文化や考え方に直に触れることが
でき、この経験から将来は日本の中高生たちにもこのような経験
をしてもらえるような仕事をしたいという思いを抱くようになりまし
た。
　４月からは社会人となりますが、大学生活で実感した、学ぶこ
との充実感や多角的な視点から考えることの重要性を忘れず、新
たな学び方を模索していきたいです。

� かまくら　ちさき　1987年生まれ　愛知県出身

　いろいろなことが
知りたい。私が４年
間の大学生活の中で
積極的に様々な講義
を受講してきた理由
はここにあります。
専門科目に限らず、
法や工など他学部の
講義にも参加するな
かで自分の知らない

世界の広がりを感じ、更なる知識欲に繋がりました。
　３年生の時には、経済学部学修相談室（coco-mix）の活動に
旗揚げメンバーの一人として参加し、経済学部の後輩の学修を
中心としたサポートを行ってきました。様々な講義を受けてき
た自身の経験を後輩の為に役立てられた事は大変嬉しく、有意
義な活動となりました。
　大学最後の締め括りとして取り組んだ卒業研究では、企業に
おける女性活用と企業業績に関する分析をテーマに取り上げま
した。初めての本格的な統計的分析に苦労もしましたが、自ら
収集したデータを利用して分析・考察する面白さと大きな達成
感を味わうことができました。
　社会人となる今後も、新たな事を学ぶ楽しさを忘れず、自分
を成長させていきたいと思います。

� ひがし　ゆか　1987年生まれ　岐阜県出身

　小学生のとき乗鞍
岳を訪れた際、５月
だというの に 雪 が
降ったことに驚いた
ことがきっかけで気
象学に興味を持ち、
大学で専門的に勉強
したいと思うようにな
りました。大学入学
後、平成18年度第２

回の試験において気象予報士資格を取得し、卒業研究では爆弾
低気圧をテーマとしました。
　アルバイトでは塾講師として中学生に理科を教えていました。
教科書の内容について手近なもので実験を行うことで、生徒が理
科を身近に感じられるように心がけて教えました。また、黒板に
天気図を書いて天気の解説を行い、さらに地球惑星科学科の実
習で拾った化石を見せるなどした結果、多くの生徒が理科に興味
を覚え、自発的に勉強を始めるようになりました。
　今後、就職で一旦気象分野から離れますが、将来的には気象
が社会生活へ与えるリスクに係る分野に携われたらと思います。
新しく学ぶべきことばかりですが、何事にも興味を持って努力を
続けていきたいと思います。

� いなば　ゆうや　1987年生まれ　愛知県出身
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上海での海外教育調査研究にて

経済学部学修相談室（coco-mix）の打ち合わせ中

研究室にて爆弾低気圧の研究中

学
生
の
元
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鎌倉　千咲　教育学部人間発達科学科４年

明日へつながる大学生活
東　　優佳　経済学部経営学科４年

気象と私
稲葉　友也　理学部地球惑星科学科４年

「学修への取り組み」部門

「学修への取り組み」部門

「学修への取り組み」部門

平成21年度名古屋大学総長顕彰　受賞者及び受賞団体のことば



　私は幼いころから
「宇宙」というものに
興味があり、大学で

「宇宙」に関連したこ
とを学びたいと考え、
機械・航空工学科へ
進学しました。大学
では、工学一般の知
識はもちろんのこと、
航空宇宙工学の専門

的な内容まで幅広く学びました。また、工学に偏らない知識を身
に付けることが重要であると考え、ホームステイや英語での研究
発表練習を通しての語学力の向上、インターンシップでの実務経
験、航空宇宙関連の講演があれば積極的に参加するなど、自分
なりに考え努力してきました。
　４年生で配属された研究室では、宇宙プラズマ推進の研究を
行ってきました。まだ未解明な部分が多い分野であるため、失敗
することも多く苦労しましたが、その分やりがいを感じて研究に取
り組むことができました。
　４月からは大学院に進学します。４年生からのテーマを引続き
研究していく予定ですが、自分の研究で、「宇宙」というものがよ
り身近な存在になるよう努力していきたいと思います。

� えのき　ともひと　1988年生まれ　兵庫県出身

　私は中学２年の時
に実家の専業農家を
継ぐことを決意し、
より幅広い教養を身
につけることを目的
に農学部へ進学しま
した。
　入学後の３年間
は、基礎科目や所属
学科の専門科目をは

じめ、他学科の専門科目にも面白さを見つけ、出来る限り幅広
く勉強し、実験実習にも積極的に取り組んできました。
　４年次には附属フィールドにある研究室に所属し、卒業研究
では様々なイネの多収系統を材料にして収量性に関する研究を
行いました。調査で得られたデータは極めて多く、まとめるの
には苦労しましたが、様々な角度から検討し議論を重ねること
で、ひとつの卒論へと仕上げることができました。
　４年間、実家の農作業をしながらの通学でしたが、勉強も手
を抜かず努力したため、とても充実した大学生活を送ることが
できました。来年度は大学院へ進学します。この４年間と大学
院での学びと経験を農業経営に生かせるよう、今後も一層努力
していきたいと思います。

� なかの　としや　1988年生まれ　愛知県出身

　バイオリンは小さ
い頃からやっていま
した が、 大 学入学
後、再び勉強し始め
ました。先生に師事
し、ソロでの演奏が
中心ですが、３年ほ
ど前から病院や福祉
施設、学校などでも
演奏の機会をいただ

くようになりました。大学の同級の友人がピアノを担当してくれて、
２人でデュオを組み、企画の目的やシチュエーションに合わせて、
曲や衣装を考えました。回を重ねるごとに、前回までの反省を活
かしながら今度はこうしようと、いろいろと相談するのも楽しいひ
とときです。ソロとしては、昨年念願のリサイタルを開催すること
ができました。大学の実習や試験とバイオリンの本番が重なった
時は、時間の使い方に少し苦労しました。楽器は音が出るため、
時間が限られます。そのため、勉強の方をやりくりするようにしま
したが、何より周囲の方々の理解があったからこそ、続けることが
できました。これからも少しでも進歩できるよう、練習を積んでい
きたいなと思います。

� おおもり　まれい　1984年生まれ　宮崎県出身
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実験準備をする筆者

ポット育成イネの調査中

2009年９月 “母と娘のコンサート”にて

「宇宙」を目指して
榎　　伯仁　工学部機械・航空工学科４年

充実した大学生活―学業と農作業の
両立へ
中野　利哉　農学部資源生物科学科４年

バイオリンとともに
大森　茉令　医学部医学科６年

「学修への取り組み」部門

「学修への取り組み」部門

「正課外活動への取り組み」部門／社会貢献活動



　大 府市国際交流
協会事業推進ボラン
ティアは、大府市周
辺に在住の外国人
市民と日本人の「隣
人 同 士 のおつきあ
い」のきっかけ作り
を目標として、バス
ハイクや料理教室な
どのイベントを企画

したり、実施しています。活動の中で最も印象的だったのは、バ
スハイクの外国人参加者から、「日本人と話せる、こういう機会は
素晴らしい。もっとたくさんやるべきです。本当にありがとうござ
いました。」という言葉をいただいたときです。彼らの生活・文化
背景から出る言葉は心からのもので、いつもこちらこそ「恩返しし
たい」という気持ちになります。最近では、日本の企業で３年程
働いた後、国に帰って活躍する若い外国人研修生の数が増えてい
ます。彼らと一緒になってイベントを企画していくことが今後の課
題です。若いボランティアが活躍しやすい環境になっているので、
ぜひメッセージを発して、活動の輪を広げていきたいです。

� こうやま　ゆういち�1981年生まれ　愛知県出身

　円頓寺商店街をご
存知ですか？　えん
と ん じ、 で は な く

「えんどうじ」と読
みます。名古屋で最
も古い商店街の一つ
で、その始まりは家
康の清洲越しからと
いわれています。私
たちは、名古屋駅と

名古屋城を結んだちょうど真ん中にあるこの円頓寺商店街一帯
において、昨年初めて映画祭を開催しました。
　映像カケル商店街。円頓寺映画祭のテーマです。映像を日常
空間である商店街でかける、映像が商店街を駆ける、映像×商
店街＝　　　。
　この映画祭は、メンバー個々人の関心の融合と、商店街をは
じめとする多くの方々のご協力で実現しました。屋内・屋外計
９ヶ所にスクリーンを設け、応募された約200本の映像作品を
上映し、ゲスト監督を招いたトークイベントも開催しました。
　産声を上げたばかりの小さな映画祭ですが、この地域の人々
と、そしてそこに学ぶ学生の力でこれからも続けていきたいと
考えています。

� しまもと�まさのり　1982年生まれ　京都府出身

　医学生として自分
の将来について考え
たとき、私はより多
くの人のためになる
ようなことをしたい
と思いました。そし
て、社会全体の健康
に興味を持つように
なり、６年次の実習
の一環として WHO

東地中海地域事務所で２ヶ月間のインターンシップを行いまし
た。また、さまざまな社会問題を現場で知るために、NPO 笹
島診療所での名古屋のホームレス支援やザンビアやラオスなど
の途上国での保健調査、病院や NGO の見学を行いました。そ
の過程で、自分が知った問題の多くが医療も含めた多角的なア
プローチを必要としていることに気付きました。また、それら
の現場で問題に取り組む人々と出会い、自分の活動に自信を持
ち、世界に発信し続けることの大切さを知りました。卒業後は
何事にも幅広く興味を持ちつつ、医師としての専門性を活かし
ながら公衆衛生をテーマに自分の周りから少しずつ社会に貢献
していけたらと思います。

� こにし　やすたか　1985年生まれ　三重県出身
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バスハイクで常滑の街並みを歩くボランティアと参加者

メイン会場での上映の様子

ザンビアでの子どもの栄養調査
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神山　祐一　�情報科学研究科社会システム情報学専攻　�
博士課程後期課程３年

映像カケル商店街�－円頓寺映画祭2009－
円頓寺映画祭実行委員会
島本　昌典　�国際言語文化研究科国際多元文化専攻�

博士課程前期課程１年

より多くの人のために自分にできることを
模索した６年間
小西　康貴　医学部医学科６年

「正課外活動への取り組み」部門／社会貢献活動・国際交流

「正課外活動への取り組み」部門／社会貢献活動

「正課外活動への取り組み」部門／正課外研究活動・社会貢献活動



　学部学生に論文執筆の機会を提供し、学問の世
界を身近に感じてもらおうと始めた名古屋大学学
生論文コンテスト。2009年度は2010年１月15日に
応募を締め切り、厳正な選考を経て、２月19日の
表彰式をもって幕を降ろしました。本年度の優秀
賞は、築山ちえ美さん（工学部１年）と山口真平
さん（経済学部１年）の２名に贈られました。受
賞の決め手となったのは、問いを明確に設定し、
その問いに応じた答えを導いていることと、学術
論文の形式に則っていることでした。論文の基本
をしっかり踏まえていることが評価されたのです。
　これまで複数名の受賞者を選考してきた本コン
テストにおいて、受賞者全員が１年生となったの
は開催３年目にして初のことです。学年があがる
とともに、より難しい問い、大きい問いに挑もう
とするあまり、問いに対する答えに到達できない
ままに終わってしまう論文が見られたのは惜しま

れることでした。また、自ら実施した質問紙調査
などを用いて検証を試みた意欲的な論文もありま
したが、先行研究のなかに位置づけて論ずること
がなく調査報告の様態から抜け出せなかったり、
問いを解明するためには調査設計が不十分だった
りと、学術論文として最後まで詰めきれなかった
ものが見受けられました。応募論文全般に意欲の
高さには目を見張るものがあり、それに見合う執
筆技量を磨いていくことが今後の課題といえます。
　秀作揃いの応募論文を前に選考委員が嬉しい悲
鳴をあげる、そんな審査会が毎年繰り返されるこ
とを目標に、学生の学術論文執筆を支援する実践
を積み重ねつつ、本コンテストを継続していきた
いと考えています。
※ 受賞論文は名古屋大学学術機関リポジトリ
（http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/dspace/）よりご覧に
なれます。

受賞者

賞 氏名 所属・学年 論文

優秀賞（附属図書館長賞） 築山　ちえ美 工学部１年 携帯のブログが若者の人間関係に与える効果

優秀賞
（三省堂名古屋テルミナ店賞）

山口　　真平 経済学部１年 日本の少子化問題�～今後の向き合い方について～
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　大学院理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター
は、３月６日（土）、野依記念学術交流館において、一般向
け企画「LHC 実験はじまる」を開催しました。
　素粒子の質量起源の謎や、暗黒物質の正体を解明し、さ
らには、ミニブラックホールまで地球上で人工的に生成す
る可能性がある円周27km にもおよぶ巨大加速器 LHC が、

スイス ジュネーブ郊外の研究所 CERN において完成し、
昨年秋より本格的に LHC 実験が開始しました。そのこと
から、同企画は素粒子物理のこれまでの考え方とこれから
の方向性を、一般の方に理解してもらう事を目的に開催さ
れました。
　講演会では、まず、花垣和則大阪大学准教授が「テラス
ケールの地平線を切り拓く LHC」と題し、これまでに人
類が培った素粒子像、未解明な事柄を取り上げました。続
いて、山崎祐二神戸大学准教授が「LHC で見つかる期待
の物理 ～質量の謎、超対称性～」、戸本　誠理学研究科准
教授が「LHC 実験はじまる」と題し、大規模な LHC 実験
に関して、写真や映像を用いて解説しました。
　約70名の参加者が集まり、様々な質問や意見が飛び交っ
た有意義な企画となり、特に、懇親会で行われたスイスと
のテレビ会議を通じて、研究者の生活や考え方、研究現場
の雰囲気などについて会話を交わす企画は好評を博しま
した。

　大学院文学研究科は、３月６日（土）、文学研究科237講
義室において、文学部・文学研究科公開シンポジウム「貨
幣が語る世界史」を開催しました。これは、人文学におけ
る最新の研究成果の一端を広く社会に公開するため、毎年
３月に開催しているもので、10回目となる今年は、文学部
同窓会の総会に合わせて行われ、同窓生をはじめとする多

くの方々が参加しました。
　まず、和田文学研究科長のあいさつに続き、周藤芳幸
同研究科教授からシンポジウムの趣旨が説明された後、
江村治樹同研究科教授が「中国古代貨幣の多様性とその統
一」と題して、中国における貨幣の出現とその後の展開を
概観しました。
　次に、周藤教授が、「ヘレニズム時代東地中海の王権と
貨幣」と題して、貨幣に現れる支配者の表象がヘレニズム
時代に向けてどのように変化したのかを論じました。さら
に、和田光弘同研究科教授が、「近世大西洋世界のなかの
貨幣」と題して、同教授のコレクションから貴重なコイン
や紙幣を紹介しながら、独立戦争以前のアメリカを中心と
する貨幣の動きをダイナミックに描き出しました。
　当日はあいにくの天気でしたが、貨幣という身近な素材
から世界史を考えるという興味深い試みに参加者からの質
問も尽きず、大変充実したシンポジウムとなりました。
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一般向け企画「LHC実験はじまる」を開催
●大学院理学研究科

文学部・文学研究科公開シンポジウムを開催
●大学院文学研究科



　国際シンポジウム「21世紀におけるディアスポラ再編と
国際移動－ロシア、中国、韓国、日本のコリアン・コミュ
ニティの過去と現在－」が、２月19日（金）、国際開発研究
科多目的オーディトリウムにおいて開催されました。
　シンポジウムでは、ゲスト・スピーカーとして韓国から
李永賛 東国大学校経商学部准教授、ロシアからパヴェル・

レシャコフ モスクワ国立大学教授・国際コリアン研究セ
ンター長、国内から劉京宰アジア経済文化研究所長を招
き、平成19年度から21年度日本学術振興会科学研究費によ
る共同研究「東北アジア（日中韓露）における朝鮮族と新
コリアン・ネットワーク形成の研究」の参加者から発表が
行われました。
　本学及び他大学の教員と学生、一般の方々が参加して、
シンポジウムの最後に行われた総合ディスカッションで意
見交換を行いました。

　大学院工学研究科附属複合材工学研究センター（CERC）
は、２月19日（金）、野依記念学術交流館において「CERC
シンポジウム10」を開催しました。今回は、昨年２月の同
センターの設立時に続く２回目となります。
　最初に小野木工学研究科長が、同研究科のセンター群の
設置目的と将来計画を紹介した後、来賓の大関正道経済産

業省中部経済産業局産業部長から、「中部地区の産業クラ
スター化政策にとって、航空機の先進構造材料である複合
材料は今後の産業展開において主要な研究対象であり、産
学官が連携していくことが重要である」と期待を込めたあ
いさつがありました。
　続いて、上田附属複合材工学研究センター長から、今期
のセンターの活動概要報告が行われた後、岩田勇二愛知県
産業労働部技監から「愛知県の航空機産業振興への取組」、
都築　誠株式会社豊田自動織機研究開発センター室長から

「先進複合材における織物技術の現状と将来展望」と題した
講演が行われ、午後には、複合材工学研究センターを構成す
る４つの部門から、計８件の研究現状の紹介がありました。
　同シンポジウムは、公開自由参加の形で行われ、セン
ターの設置目的である地域密着型の研究拠点を形成するこ
とを反映して、中部地区の複合材料に関心をもつ企業から
多くの参加者がありました。
　今後、同センターでは、これらの期待に沿うよう、航空
機への適用における課題解決や自動車や車両などの広い分
野でのさらなる応用拡大に向けて、他の研究機関や企業と
連携して複合材の研究を推進していく計画です。
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国際シンポジウム「21世紀におけるディアスポラ再編と国際移動」を開催
●大学院国際開発研究科

複合材工学研究センターシンポジウム10を開催
●大学院工学研究科



　大学院国際言語文化研究科は、３月15日（月）、講演会「大
西洋を越えたドイツ表現舞踊」を開催しました。講演者と
して、アメリカ舞踊史学会会長などを務めた世界的に著名
な舞踊研究者であるスーザン・マニング ノースウェスタ
ン大学教授を迎え、英語で行われました。
　ドイツ表現舞踊は、1920年代から30年代にかけて、ドイ

ツ語圏で発展したモダンダンスで、日本を含めた世界各地
に広まり、大きな影響を与えました。マニング教授の講演
は、国民国家の枠内で語られてきたモダンダンス史を問い
直し、国境や文化圏を超えた交流や葛藤という視点から、
身体文化の歴史を描き出そうするもので、まさにグローバ
ル時代にふさわしい問題意識と言えます。
　マニング教授は講演で、グローバルな視野と微細な歴史
的事実を組み合わせつつ、表現舞踊がアメリカ文化に与え
た衝撃を明らかにし、冒頭と結論部で、日本との関わりも
紹介しました。コメンテーターの石井達朗慶應義塾大学名
誉教授からは、今日の想像を超えた、ドイツとアメリカの
舞踊の関わりの深さ、アフリカ系アメリカ人舞踊家への影
響など、講演の射程について多くの指摘がありました。そ
の後、参加者との間で活発な討論が行われました。
　同講演会は、マニング教授の初の来日講演ということ
で、東海・関東地方の他大学からも教員や学生など44名の
参加がありました。

　大学院国際言語文化研究科は、２月９日（火）、２月12日
（金）、２月22日（月）、「メディア社会の近未来」プロジェ
クト連続講演会を開催しました。
　同プロジェクトは、情報共有とコミュニケーションのプ
ロセスがそのまま共同性や社会性の創出へと直結するよう
な新しいメディアの在り方を模索する学際的プロジェクトです。

　９日は、佐藤　優元外務省主任分析官が「地球を斬る－
政権交代とメディア社会の近未来」と題して、大手メディ
ア各社が伝えない国際情勢や政局の動向、社会の中間層に
位置する人々による自発的な情報共有の重要性を説くとと
もに、大学がそうした中間層の拠点として担うべき今後の
役割について言及しました。
　12日は、春名幹男同研究科教授が「核密約と報道－政権
交代とメディアの未来、岐路に立つジャーナリズム」と題
し、戦後から現在へといたる日米間の軍事機密情報などに
ついて詳細な解説をしました。講演後のパネルディスカッ
ションでは、著名ジャーナリスト５名が、既存メディアが
陥っているジレンマやジャーナリズムの在り方について活
発な意見交換を行いました。
　22日は、藤田淳志愛知学院大学講師と山田創平京都精華
大学講師が「メディアとしての芸術－ Dumb Type による

『S/N』とニューヨークエイズ演劇が可能にした新たなコ
ミュニケーション」と題する講演を行い、男性同性愛者た
ちに対するエイズの予防と治療に必要不可欠な情報の啓蒙
活動の困難、ならびに情報共有のための様々な試行錯誤に
ついて、実践的かつ理論的な見地から報告がありました。
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講演会「大西洋を越えたドイツ表現舞踏」を開催
●大学院国際言語文化研究科

「メディア社会の近未来」プロジェクト連続講演会を開催
●大学院国際言語文化研究科



　高等教育研究センターは、３月13日（土）、IB 電子情報
館において、「大学教育改革フォーラム in 東海2010」を開
催しました。これは、同センターが事務局を務める FD・
SD コンソーシアム及び名古屋フォーラム実行委員会の主
催により、東海地域の各大学の教職員が一堂に会して、大
学教育改善のための方策を率直に語り合うことを目的に行

われているもので、５回目の今回は273名の参加者があり
ました。
　まず、山本副総長があいさつの中で、大学教育に対する
社会の期待が高まっており、各大学が教育改善に取り組む
ことが必要、と指摘しました。続いて、金子元久東京大学
教授による「グローバル化の中の大学教育改革」と題した
講演が行われました。金子教授は、「学生に重層的な能力
を獲得させ、新しい活動領域を支える人材に育てることを
社会が求めている」と述べ、さらに、授業改善は学生の能
力形成に効果的で参加型・双方向型授業をいっそう普及さ
せることや、個々の大学が戦略的に改革を進めることが必
要、と指摘しました。
　今回は参加者の増加に伴い、「学士課程における科学基
礎教育」、「大学院で大学職員のキャリアアップをめざす」、

「学生の書く力をどのように伸ばすか」等、新しいセッショ
ンを増やし、例年を大きく上回る数のポスター発表を行い
ました。大学を取り巻く環境が厳しくなる中でも、各大学
の教職員が教育充実、学生の学習支援のために地道な努力
をしていることが理解でき、参加者同士、さらに取り組み
を向上させることを確認し合いました。

　エコトピア科学研究所附属アジア資源循環研究センター
は、２月21日（日）、22日（月）、カイロ大学において、カイ
ロ大学及びアラブ高等教育・科学研究協議会との共催で、

「アラブ地域におけるエネルギーと水資源に関するシンポ
ジウム」を開催しました。
　まず、フセイン・カリド カイロ大学副学長、石川　薫
在エジプト日本大使のスピーチがあり、引き続き、長谷川
同センター長が「環境のための国際協力における産学官の
役割」と題する基調講演を行いました。

　シンポジウムには日本及びアラブ諸国の大学、政府、企
業関係者が参加し、水質汚染対策、水資源の有効利用と廃
棄物資源化、再生可能エネルギー、省エネルギー等に関す
る科学技術協力について活発な討論が行われました。
　シンポジウム終了後は、カイロ大学及びアラブ高等教
育・科学研究協議会と一体となって、環境・エネルギー技
術の研究・実用化に取り組んで欲しいとの激励メッセージ
が多数届けられ、日本、エジプトのテレビや新聞でも報道
されました。
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ポスター発表の様子

フセイン副学長（右）から記念品を受領される長谷川センター長 シンポジウムの横断幕
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大学教育改革フォーラム in 東海2010を開催
●高等教育研究センター

「アラブ地域におけるエネルギーと水資源に関するシンポジウム」を開催
●エコトピア科学研究所



　附属図書館は、３月４日（木）、同館５階多目的室におい
て、第19回友の会トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
しました。
　今回は、吉武純夫文学研究科准教授による「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－」と題した講演が行われ、学内外から34名の参加者が

ありました。
　講演は、古代ギリシアにおける死生観では、「タナトス

（死）」を肯定的な「カロス（美しい）」という形容詞で修
飾することがあるのは何故か、という問題提起から始まり
ました。アルカイオスなどの詩にある「戦死はカロスであ
る」という表現から、イリアスにおける若者の戦死の光景
など、絵や地図を使った説明がありました。
　続いて、紀元前７世紀のエレゲイア（ある韻律形式の詩）
詩人であるテュルタイオスは、兵士が命を懸けて前向きに
戦う姿に着目して、戦死の何がカロスであるのかをはじめ
て明確に規定した、との指摘があり、アンティゴネの悲劇
の紹介の後、カロス・タナトスは無駄死にではない死であ
ることを意味した、とのまとめがありました。
　質疑応答では、日本の武士道との相違点や、アレテー

（徳）とカロス・タナトスの関係について質問があり、終
了後は、参加者から、「カロス・タナトスという観点から
みたイリアスはとても新鮮であった」、「内容がたいへん面
白くとても勉強になった」との感想が寄せられました。

　博物館は、２月18日（木）、同館講義室において、第109
回特別講演会を開催しました。
　現在、博物館では、昨年５月に名古屋港に漂着したマッ
コウクジラを解体して埋め、骨格標本にする作業を行って
おり、今回は、解体作業の指揮をとっている国立科学博物
館の山田　格氏による「海からのメッセージ－漂着クジラ
が語ること－」と題した講演が行われ、約100名が参加し
ました。

　山田氏は、国立科学博物館でクジラやイルカなどの海棲
哺乳類の研究をしており、日本各地の海岸に漂着したクジ
ラの解体を手がけています。講演では実際の解体の様子
や、得られた骨格・組織の写真を示しながら、漂着クジラ
を研究する意味や、どんなことがわかるのかをわかりやす
く説明しました。講演後の質疑応答では、活発な意見交換
が行われ、盛況のうちに幕を閉じました。
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会場の様子

講演する山田氏 会場の様子
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第19回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
●附属図書館

第109回特別講演会を開催
●博物館



名古屋大学ごみ減量化宣言
　私たちの身の回りを見回してみると、不要なもの、使い
捨てられたものであふれています。今、ごみの処理は深刻
な社会問題となっています。このような状況を打破してい
くことは、現代社会における大学の重要な使命です。名古
屋大学は、2000年３月に、「名古屋大学構成員は、教育研
究活動の結果排出される一般廃棄物（ごみ）の発生を抑制

（reduce）するとともに、分別回収を行い、その再使用（re-
use）、再利用（recycle）に努め、廃棄物の資源化、減量化
を促進することは大学としての社会的責任であることを自
覚し、全学一元化方式による分別回収・処理を推進します」
と、ごみの減量化と適正な処理を内外に宣言しています。

分別すればごみも資源
　実験系の廃棄物とは別に、2000年４月から、一般廃棄物

（ごみ）の全学一元化回収が進められています。これは、
ごみを出す人がごみ処理にかかる経費を負担するという画
期的な制度です。東山キャンパスでは、可燃ごみはレモン
イエロー（赤色文字）の袋に詰めて、不燃ごみはレモンイ
エロー（緑色文字）の袋に詰めて、可燃・不燃ごみ集積所
に持ち込むことになっています。研究グループなどは、ご
み処理用の袋を購入することにより、グループなどから出
されるごみの処理費用を分担しています。キャンパス内に
おかれているゴミ箱のごみ処理は、大学の費用で賄われて
いることを認識してください。
　連休になりますと、売店前や門付近のゴミ箱がごみであ
ふれています。あふれ出たごみは鴉などが食い散らかし、
見栄えのよい状態とはいえません。大学だからごみを捨て
てもよいわけでは決してありません。他と同じで、出した
ごみは持ち帰ることに気を付け、清潔で美しいキャンパス
を自らの手で守っていくということを自覚してください。
また、ゴミ箱の上に灰皿代わりに使用したペットボトルが
放置されたりしています。喫煙する人は喫煙のマナーを守
りましょう。

ごみの不法投棄は犯罪
　名古屋大学では、資源古紙の全学回収を行っています。
資源古紙の回収袋に入れられるものは、広告・コピ－用紙
などですが、最近それが守られていない例が目立ちます。
Recycle されないその他の可燃ごみや不燃ごみは絶対に入
れないようにしましょう。そのような例に限って、排出者
の名前が書いてありません。ごみ袋に排出者の名前を書く
のは、最低限の排出者責任です。
　誰も見ていなければ、分別せずに捨ててもいいわけでは
ありません。「大学に捨てれば、誰かが処分してくれる」
と思っていませんか。大学におけるごみマナーの風化は、
有為な人材を育成することが本質的な目標である大学に
とって、決して見過ごすことが出来ない大きな問題といえ
ます。2010年度は、ごみマナーの周知徹底に取り組みます。
本学の構成員の方々は、今改めて「一般廃棄物（ごみ）の
全学一元化回収」に込められている理念を思い出してくだ
さい。

名古屋大学は名古屋市からエコ事業所の
認定を受けています
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可燃ごみ用のレモンイエロー（赤色文字）の袋と資源古紙
回収用の袋（必ず、排出者は名前を記入してください。）

ごみであふれているゴミ箱

灰皿代わりに使用したペットボトル

環
境
へ
の
取
り
組
み

ごみの減量化はエコ活動の第一歩
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附属近未来環境シミュレーションセンター
附属ジオスペース研究センター
附属アジア資源循環研究センター

環境医学研究所
太陽地球環境研究所
エコトピア科学研究所

附属地震火山・防災研究センター
附属交通・都市国際研究センター
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附属法情報研究センター
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附属臨海実験所
附属南半球宇宙観測研究センター
附属構造生物学研究センター
附属タウ・レプトン物理研究センター
附属医学教育研究支援センター
附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター
附属プラズマナノ工学研究センター
附属材料バックキャストテクノロジー研究センター
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名古屋大学 事務局
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（基礎理論研究センター）
（現象解析研究センター）

資　　料

平成22年度名古屋大学組織図
 平成22年４月１日



教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H21.� 8 IOP�New�Journal�of�Physics
ベストペーパー2008

大学院情報科学研究科教授 杉山　雄規

H21.11.� 4 日本甲状腺学会　第29回三宅賞 環境医学研究所教授 村田　善晴
H21.11.11 Best�Paper�Award�in�2009

International�Symposium�on�Micro-Nano�
Mechatronics�and�Human�Science�(MHS2009)

大学院工学研究科助教 中島　正博 アハマド モハマド リズアン（大学院工学
研究科D3）、
小島　勝（大学院工学研究科特任助教）、
福田敏男（大学院工学研究科教授）他２名
と連名

H21.11.11 Best�Paper�Award�in�2009�
International�Symposium�on�Micro-Nano�
Mechatronics�and�Human�Science�(MHS2009)

大学院工学研究科准教授 関山　浩介 福田敏男（大学院工学研究科教授）他４名
と連名

H21.11.21 情報文化学会　片方善治賞 大学院国際言語文化研究科
准教授

八幡　耕一

H21.11.21 CKD�Award�2009�奨励賞 医学部附属病院医員 加藤　規利
H21.11.27 CIGRE　技術委員会表彰 大学院工学研究科教授 大久保　仁
H21.12.� 1 化学工学会　教育奨励賞 大学院工学研究科准教授 二井　　晋
H21.12.� 2 Asian�Core�Program�Lectureship�Award�in�the�

4th�International�Conference�on�Cutting-Edge�
Organic�Chemistry�in�Asia�(ICCEOCA-4)　

大学院生命農学研究科教授 西川　俊夫　

H21.12.� 7 計測自動制御学会
システム・情報部門学術講演会2009　奨励賞

大学院工学研究科講師 稲垣　伸吉

H22.� 2.� 4 井上リサーチアウォード 高等研究院特任准教授 五島　剛太
H22.� 2.19 第８回有機合成化学協会

高砂香料国際賞「野依賞」
特別招へい教授 岡本　佳男

H22.� 2.26 表面技術協会　論文賞 エコトピア科学研究所教授 市野　良一
大学院工学研究科教授 興戸　正純 他２名と連名

H22.� 3.� 1 第６回（平成21年度）日本学術振興会賞 大学院情報科学研究科
准教授

川合　伸幸

H22.� 3.� 1 第６回日本学士院　学術奨励賞 大学院情報科学研究科
准教授

川合　伸幸

H22.� 3.� 3 フラーレン・ナノチューブ学会　第６回大澤賞 大学院工学研究科助教 安坂　幸師
H22.� 3.� 4 日本オペレーションズ・リサーチ学会　

フェロー
大学院情報科学研究科
准教授

柳浦　睦憲

H22.� 3.12 逓信協会　第55回前島賞 大学院情報科学研究科教授 村瀬　　洋

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

H22.� 2.15 省エネルギーセンター
エネルギー管理功績者
中部地方電気使用合理化委員会委員長表彰

施設管理部施設管理課長 加藤　好孝

学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H21.� 8.26 第139回情報処理学会 SLDM研究会
優秀発表学生賞

平成20年度本学修了生 後藤　隼弐

H21.� 8.26 第140回情報処理学会 SLDM研究会
優秀発表学生賞

大学院情報科学研究科D1 高瀬　英希

H21.� 9.� 5 第９回日本神経内分泌学会　若手研究奨励賞 大学院医学系研究科D3 鈴木　陽之
H21.� 9.10 電気学会　優秀論文発表賞 大学院工学研究科D1 井関紗千子
H21.10.� 9 日本腹膜透析研究会　

平成21年度腹膜透析研究助成ファンド�
Young�Investigator 賞

大学院医学系研究科D3 澤井　晶穂

H21.11.2-6 Asia�Communications�and�Photonics�
Conference�and�Exhibition�2009�(ACP�2009)
Best�Student�Presentation�Award
Honorable�Mention

大学院工学研究科D1 山田　祥之
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H21.11.11 Best�Paper�Award�in�2009�International�
Symposium�on�Micro-Nano�Mechatronics�and�
Human�Science�(MHS2009)

大学院工学研究科D2 申　　亜京 中島正博（大学院工学研究科助教）、
アハマド モハマド リズアン（大学院工学
研究科D3）、
福田敏男（大学院工学研究科教授）他２名
と連名

H21.11.12 ICVES�2009�Best�Conference�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）、
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

H21.11.24 2009年日本社会情報学会全国大会
研究発表賞

大学院情報科学研究科D3 吉田　千穗 横井茂樹（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H21.11.30 内閣府政策統括官　
平成21年度社会貢献青少年及び
青少年健全育成功労者　社会貢献青少年表彰

大学院情報科学研究科D3 神山　祐一

H21.12.� 3 2009年日本建築学会大会
シェル・空間構造部門優秀発表賞

大学院環境学研究科M1 前根　文子

H21.12.� 3 2009年日本建築学会大会
シェル・空間構造部門優秀発表賞

大学院環境学研究科M2 山崎　康太

H21.12.15 高分子学会東海支部　優秀学生発表賞 大学院工学研究科M2 松田　　将
H21.12.16 RoboCup�Games@PRIMA2009

Rescue�Simulation�Agent�League 優勝
工学部４年 太田　健文 鳥海不二夫（大学院情報科学研究科助教）

と連名
H21.12.16 日本音響学会東海支部

平成21年度優秀発表賞
大学院情報科学研究科M2 小笠原　基

H21.12.16 日本音響学会東海支部
平成21年度優秀発表賞

大学院情報科学研究科M2 森本　泰子

H21.12.16 �International�Symposium�on�Catalysis�and�
Fine�Chemicals�2009
Best�Poster�Award

大学院工学研究科D1 山下　　健

H21.12.18 資源・素材学会関西支部　優秀発表賞 大学院工学研究科M2 野水　良憲
H21.12.19 日本表面科学会中部支部研究会　

講演奨励賞
大学院工学研究科M2 加藤　公彦

H22.� 1.� 9 第23回日本放射光学会年会・放射光科学
合同シンポジウム　学生発表賞

大学院工学研究科D1 平　　義隆

H22.� 1.15 平成21年度情報処理学会 ITS 研究会
優秀論文賞

大学院情報科学研究科D3 西脇　由博 宮島千代美（大学院情報科学研究科助教）、
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

H22.� 1.15 第19回日本MRS 学術シンポジウム　奨励賞 大学院工学研究科D1 原　　光生
H22.� 1.15 第19回日本MRS 学術シンポジウム　奨励賞 大学院工学研究科研究生 アブ ビン 

イムラン
H22.� 1.25 平成21年度電気関係学会東海支部連合大会　

連合大会奨励賞
大学院情報科学研究科D2 広部　一弥 渡邉豊英（大学院情報科学研究科教授）と

連名
H22.� 1.25 平成21年度電気関係学会東海支部連合大会　

連合大会奨励賞
大学院情報科学研究科M2 内藤　正志 宮島千代美（大学院情報科学研究科助教）、

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

H22.� 1.25 平成21年度電気関係学会東海支部連合大会　
連合大会奨励賞

大学院情報科学研究科M1 神谷　泰平 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

H22.� 1.25 平成21年度電気関係学会東海支部連合大会　
IEEE 学生奨励賞

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

H22.� 1.25 平成21年度電気関係学会東海支部連合大会　
IEEE 学生奨励賞　

大学院情報科学研究科M2 草野　孝幸 出口大輔（大学院情報科学研究科助教）、
井手一郎（大学院情報科学研究科准教授）、
村瀬　洋（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H22.� 1.25 平成21年度電気関係学会東海支部連合大会　
IEEE 学生奨励賞

大学院情報科学研究科D1 内山　寛之 出口大輔（大学院情報科学研究科助教）、
井手一郎（大学院情報科学研究科准教授）、
村瀬　洋（大学院情報科学研究科教授）と
連名
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H22.� 1.26 e-Case�&�e-Tech�2010�(Macau)
Distinguished�Paper�Award

大学院情報科学研究科D2 崔　　瀕月 横井茂樹（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H22.� 2.� 5 Artificial�Life�and�Robotics�(AROB)�2010
�Young�Author�Award�

大学院情報科学研究科M2 杉浦　加奈

H22.� 2.17 SPIE�Medical�Imaging�2010
Honorable�Mention�Poster�Award

大学院情報科学研究科M1 深野瑛一郎 小田昌宏（大学院工学研究科特任助教）、
森　健策（情報連携統括本部情報戦略室教授）、
北坂孝幸（大学院工学研究科特任講師）と
連名

H22.� 2.23 商工総合研究所　
平成21年度中小企業懸賞論文（金融部門）
本賞

経済学部４年 舟橋　良介 野倉明保（経済学部４年）、
高橋修作（経済学部３年）、
村西研郎（経済学部３年）、
ヴォン ヴィトウ（経済学部３年）

H22.� 2.24 計測自動制御学会　
2009年度学術奨励賞　研究奨励賞

大学院工学研究科D3 佐藤　訓志

H22.� 3.� 5 日本材料学会東海支部第４回学術講演会�
優秀講演賞

大学院環境学研究科M2 猪飼　陽子

H22.� 3.� 9 平成21年度山下記念研究賞 平成20年度本学修了生 後藤　隼弐

＊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 本学と宇宙航空研究開発機構は連携協定を締結し宇宙工学研究を深化させる � 2.16（火） 日刊工業

2 名大サロンの主役：山本進一生命農学研究科教授が「森は生きている－森林のギャップダイナミクスと多様性維持
のしくみ」と題して講演

� 2.16（火） 中日（朝刊）

3 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」開催：19日 � 2.16（火） 日刊工業

4 現代日本誤百科（203）：「見解が百八十度違う」町田 健文学研究科教授 � 2.16（火） 中日（朝刊）

5 森田えみさん本学研究員は「『日本一おいしい空気』を目指す研究会」に参加する 名古屋市内2500人のアンケート
結果から、森林をよく散策する人ほど健康状態が良いと感じている人の割合が高いことを示し「都市の中に森や緑
を呼び戻す形で進めていけたら」と語る

� 2.16（火） 中日（朝刊）

6 文学研究科附属日本近現代文化研究センターの機関紙が創刊される 坪井秀人同センター長は「日本文化を新たな視
点で研究し、人文学の活性化につなげたい」と話す

� 2.16（火） 中日（朝刊）

7 博物館長に吉田英一同教授、法政国際教育協力研究センター長に市橋克哉法学研究科教授が選出され、遺伝子実験
施設長に石浦正寛同施設教授、年代測定総合研究センター長に中村俊夫同センター教授が再任される

� 2.17（水） 中日（朝刊）
読売

8 現代日本誤百科（204）：人は人「から」育てられる 町田 健文学研究科教授 � 2.17（水） 中日（朝刊）

9 市民公開講座「難聴・耳鳴り・目まいと日常生活」開催：26日 中島 務医学系研究科教授が講演 � 2.17（水） 中日（朝刊）

10 石原一彰工学研究科教授 環境に優しいキラル超原子価ヨウ素化合物を不斉触媒に用いる安心・安全な医薬品の合成
に成功

� 2.18（木） 中日（朝刊）
他３社

11 情報文化学部長に川口 潤環境学研究科教授が選出される � 2.18（木） 中日（朝刊）
読売

12 第42回国際化学オリンピック日本開催に向けて「野依良治先生特別フォーラム」開催：３月29日 野依良治本学特
別教授が基調講演

� 2.18（木） 中日（朝刊）

13 本学と京都大学の研究グループ 共同でセリウムやランタンの化合物を層にし、通常の電子より見かけ上の質量が
千倍の金属を開発

� 2.19（金） 中日（朝刊）
他２社

14 生態系と生物多様性の経済学についてのシンポジウム開催：18日 林 希一郎エコトピア科学研究所教授が講演 � 2.19（金） 朝日（朝刊）

15 博物館コンサート「～モンゴルの旧正月によせて～�モンゴルの伝統民族楽器とホーミー」開催：27日 � 2.19（金） 毎日（朝刊）
中日（朝刊）

16 東南アジア学会中部例会開催：27日 大橋厚子国際開発研究科教授が話す � 2.19（金） 中日（朝刊）

17 教育学部附属中学・高等学校長に大谷 尚教育発達科学研究科教授が選出される � 2.19（金） 中日（朝刊）
読売

18 本学とホシザキ電機株式会社、農業・食品産業技術総合研究機構は強酸性水が新型インフルエンザウイルスの感染
力を抑制する効果があると実証する

� 2.19（金）
� 2.20（土）

中日（朝刊）
読売

19 医学部附属病院東海がんプロフェッショナル養成プラン市民公開講座開催：３月６日 黒柳佳代医学部附属病院看護
師、安藤雄一医学部附属病院准教授が講演

� 2.20（土） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

20 老年学：記憶流される悲哀 井口昭久本学名誉教授 � 2.20（土） 中日（朝刊）

21 中日文化センター新講座：「『明治維新』再考－どのような歴史的意義をもつ変革だったのか」羽賀祥二文学研究科
教授「ラテン語入門」玉垣あゆ本学研究員「サンスクリット語入門」平野克典 COE 特任助教「西田幾多郎『善の研
究』を読む」宮原 勇文学研究科教授

� 2.20（土） 中日（夕刊）

22 国際フォーラム「生物多様性の恵みと経済の新たな仕組み」開催：20日 安成哲三地球水循環研究センター教授、
林 希一郎エコトピア科学研究所教授、林 良嗣環境学研究科教授がパネリストとして参加 

� 2.21（日）
� 3.� 7（日）

朝日（朝刊）
朝日（朝刊）

23 本学とカイロ大学 エネルギー問題をテーマに合同シンポジウムを開催：21、22日 長谷川達也エコトピア科学研究
所教授が参加、濵口総長の「実り多き議論を期待する」とのメッセージを紹介する

� 2.22（月） 中日（朝刊）

24 山田健太郎環境学研究科教授ら 鋼鉄製の橋に老朽化でできた亀裂を低コストで補修できる技術を開発 � 2.22（月） 日経（朝刊）

25 加藤博和環境学研究科准教授は「住民が主体的に、公共交通をつくることができる時代になった」と語る � 2.22（月） 朝日（朝刊）

26 名古屋市民バトミントン：宮地杏奈さん本学学生（女子一般１位） � 2.22（月） 中日（朝刊）

27 名古屋地区弓道：北辻彩夏さん本学学生（個人大学生１位） � 2.22（月） 中日（朝刊）

28 名古屋市民バトミントンダブルス：加藤聡子さん教育学部附属中学校生（女子１位） � 2.22（月） 中日（朝刊）

29 現代日本誤百科（206）：いい「匂いを立ち上らせる」町田 健文学研究科教授 � 2.22（月） 中日（朝刊）

30 川合伸幸情報科学研究科准教授が日本学士院学術奨励賞を受賞 � 2.23（火） 毎日（朝刊）

31 猪飼陽子さん本学大学院生が「企業に研究開発してほしい未来の夢アイデア・コンテスト」で優秀賞を受賞 � 2.23（火） 日経（朝刊）

32 博物館 恐竜と翼竜、魚竜などの化石標本を約100点購入 恐竜、翼竜、魚竜３種類の化石をそろえるのは国立大学
では初めてとなる 生物多様性条約10回締約国会議に合わせ夏頃から順次一般公開する予定

� 2.23（火）
� 2.28（日）

朝日（夕刊）
中日（朝刊）

33 経営者＆総務担当対象セミナー「今求められる環境経営」開催：３月15日 佐野 充環境学研究科教授が講演 � 2.24（水） 朝日（朝刊）

34 現代日本誤百科（207）：安全に「飛べるために」町田 健文学研究科教授 � 2.24（水） 中日（朝刊）

35 第110回日本外科学会定期学術集会市民公開講座「2010年日本の外科」開催：３月28日 杉本博行医学部附属病院助
教、今井常夫同講師、菊森豊根同助教、横井香平医学系研究科准教授、小寺泰弘同准教授、中山吾郎同画像情報外
科学（ジョンソン・エンド・ジョンソン）寄附講座助教、竹田 伸同講師、澤木正孝同特任講師、中尾昭公同教授が
話す

� 2.24（水） 中日（朝刊）

36 梅原徳次工学研究科教授ら 血液や組織が付着しにくい手術用電気メスの先端部材を完成 � 2.25（木） 日刊工業

37 現代日本誤百科（208）：「ニュースな」芸能人 町田 健文学研究科教授 � 2.25（木） 中日（朝刊）

38 貝淵弘三医学系研究科教授は、名城大学のグループがマウス実験で遺伝子の働きを一時抑制し統合失調症のような
症状を作り出すことに成功したことについて「精神障害の症状を示すマウスを作り出したのは大きな成果。このマ
ウスを使うことで、治療薬づくりに役立つ可能性がある」と話す

� 2.25（木） 中日（朝刊）

39 渡邊幹彦環境学研究科特任教授はニチリンソウの成分を利用した薬を米国の製薬会社が開発・販売していることに
ついて「この薬が開発されたのは生物多様性条約発効前で、特定地域の植物を使って先進国の企業が医薬品を作っ
ても国際法上は問題なかった。ただ、現在は植物が元々あった国の承認を受けて利用するのがルール。無断で行え
ば、バイオパイラシーとの非難を免れない」と指摘する

� 2.26（金） 読売

40 本学は学内の研究者が発表した論文を紹介するウェブサイトを開設する � 2.26（金） 日刊工業

41 リウマチ電話相談開催：３月６日 林 真利医学部附属病院医員、舟橋康治医学部附属病院医員が相談に応じる � 2.26（金） 中日（朝刊）

42 教育学部附属高等学校美術部卒業展「十代の造形 美術への一歩」開催：３月１～５日 � 2.26（金） 中日（朝刊）

43 本学と朝日新聞社 朝日新聞社寄附講座「現代環境学 ジャーナリズムから学ぶ」の開設を合意 � 2.27（土） 朝日（朝刊）

44 本学はレアメタルを不用となった小型家電から取り出すプロジェクトを始める � 2.27（土） 毎日（夕刊）

45 福井康雄理学研究科教授はチリで起きた地震の震源地から1500キロメートルの位置に設置されている電波望遠鏡
「なんてん」について、「施設が壊れているかどうかは分からない。早急に確認したい」と話す

� 2.28（日） 中日（朝刊）

46 朝日カルチャーセンター新講座：「哲学ゼミ～対訳で読むハイデカー『存在と時間』」「祈りの哲学」宮原 勇文学研
究科教授 「交差する歴史の視点～ドイツの教科書対話を読み解く」近藤孝弘教育発達科学研究科教授 「西洋中世美
術～見えるものと見えないもの①」木俣元一文学研究科教授

� 2.28（日） 朝日（朝刊）

47 宮田耕充物質科学国際研究センター助教、篠原久典理学研究科教授、水谷 孝工学研究科教授らはカーボンナノ
チューブを使い高性能のトランジスタを試作する

� 3.� 1（月） 日経（朝刊）

48 山本進一生命農学研究科教授は「生物多様性を支える市民・地域による戦略的地域つくりビジョン」の策定に参加
する

� 3.� 1（月） 中日（朝刊）

49 本学など名古屋の６大学の教員らが街づくり支援ネットワーク「名古屋まちづくり縁・カレッジ」を設立する � 3.� 1（月） 日経（朝刊）

50 山中佳子環境学研究科准教授はチリで２月27日に起きた地震について解析結果をまとめる � 3.� 1（月） 日経（朝刊）

51 現代日本誤百科（209）：かびには「格好の」場所 町田 健文学研究科教授 � 3.� 1（月） 中日（朝刊）

52 本学は技術職員を「全学技術センター」所属とし、そこから各研究科・研究室に派遣して教員を支援する仕組みを
確立する

� 3.� 2（火） 日刊工業

53 中尾昭公医学系研究科教授は外科医の減少が進む現状について「このままでは、手術に半年待ち、一年待ちという
事態が起こりかねない。患者さんの命を救う外科医の仕事の魅力を知ってもらいたい」と話す

� 3.� 2（火） 中日（朝刊）

54 木股文昭環境学研究科教授はチリの大地震に伴う津波での避難率が愛知県が最低だったことについて「2004年９月
の紀伊半島南東沖地震でも、愛知県の避難率は低かった。津波への警戒意識がやや低いのでは」とした上で「自治
体は時間や地区を絞り、きめ細かく的確な情報を住民に提供し、注意を喚起する必要がある」と指摘する

� 3.� 2（火） 読売
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55 シンクロトロン光研究センター長に竹田美和工学研究科教授が再任され、文書資料室長に池内 敏文学研究科教授
が選出される

� 3.� 3（水） 中日（朝刊）

56 現代日本誤百科（211）：思考と実践の「温度差」町田 健文学研究科教授 � 3.� 3（水） 中日（朝刊）

57 本学が、愛知県「知の拠点」の整備に先立ち2009年に始まった「地域計測分析機器情報提供システム」に参加して
いることが紹介される

� 3.� 3（水） 日刊工業

58 福田敏男工学研究科教授、中島正博同助教ら 物体が移動する方向を単体で検出できる圧力センサーを開発 � 3.� 4（木） 日刊工業

59 寺﨑浩子医学系研究科教授は加齢黄斑変性について「白内障や緑内障に比べ、認知度が低い」と話し、「大切なのは
早期発見」と強調する

� 3.� 4（木） 読売

60 現代日本誤百科（212）：この問題が「つとに難しい」町田 健文学研究科教授 � 3.� 4（木） 中日（朝刊）

61 「元気な食をいただきます。in 愛知～あしたの食をさがしに～」開催：２月20日 竹谷裕之本学名誉教授がスペシャ
ルトークに参加

� 3.� 4（木） 読売

62 金井謙二さん、山岸 聡さん、波多野高斗さん本学学生は６～14日に開催される第50回全日本学生グライダー競技
選手権記念大会に参加する

� 3.� 4（木） 朝日（朝刊）

63 光田奈央さん本学学生が市民団体�名古屋城文化フォーラムが行う「春姫道中」の第16代「春姫」役に選ばれる � 3.� 4（木）
� 3.12（金）

読売
日経（朝刊）
読売

64 本学と三洋電機株式会社などは自動車や電化製品の電子制御システムの動作試験を行うソフトウエアを共同開発する � 3.� 5（金） 読売

65 THP 養成コース公開シンポジウム「患者・家族中心の在宅療養を実現するために」開催：７日 � 3.� 5（金） 中日（朝刊）

66 愛知県「知の拠点」の重点プロジェクト３テーマが決まる 太田美智男医学系研究科教授は、その一つ「超早期診断
技術」のプロジェクトリーダーを務める

� 3.� 6（土）

� 3.� 9（火）

� 3.10（水）

中日（朝刊）
朝日（朝刊）
日経（朝刊）
日刊工業
読売

67 飯島澄男本学特別招へい教授などが登壇する常設サイエンスカフェ「ガリレオ・ガリレイ」が人気を集め、本学の
教員が中心となる「カフェシアンティフィーク名古屋」「名大サロン」等のサイエンスカフェもまた活況を呈する 

� 3.� 6（土） 中日（夕刊）

68 藤田耕史環境学研究科准教授はヒマラヤの氷河について「温暖化に伴って、これより低いところの山岳氷河は溶け
て消えるという境界線の高度が今後上がれば、その下の小さな氷河が2035年を待たずに消失してもおかしくない」
と話す

� 3.� 7（日） 日経（朝刊）

69 中日新聞を読んで：真央選手とトヨタ 中西久枝国際開発研究科教授 � 3.� 7（日） 中日（朝刊）

70 第32回読売犬山ハーフマラソン：関谷高志さん、山本崇博さん、飯塚彬光さん、村西研郎さん、濱田洋平さん、田
中祐治さん、久郷達也さん、和田健志さん、土肥侑也さん、梶田拓弥さん、平岡 悠さん、佐藤正彦さん本学学生が
完走

� 3.� 7（日） 読売

71 日本外科学会会頭を務める中尾昭公医学系研究科教授は第110回日本外科学会定期学術集会市民公開講座の概要に
ついてインタビューを受ける

� 3.� 8（月） 中日（朝刊）

72 現代日本誤百科（213）：事故に遭って「パニックになる」町田 健文学研究科教授 � 3.� 8（月） 中日（朝刊）

73 現代日本誤百科（214）：減税が国民の期待に応える「所以だ」町田 健文学研究科教授 � 3.� 9（火） 中日（朝刊）

74 東京大学宇宙線研究所「宇宙なるほど講演会」開催：13日 杉山 直理学研究科教授が講演 � 3.� 9（火） 日刊工業

75 日本数学会市民講演会開催：28日 森吉仁志多元数理科学研究科教授が講演 � 3.� 9（火） 中日（夕刊）

76 山田健太郎環境学研究科教授の最終講義が行われる：８日 � 3.10（水） 中日（朝刊）

77 本学は2012年度中に航空機産業を担う人材の教育センターを新設する � 3.10（水） 日経（朝刊）

78 本学前期日程試験の合格発表が行われる � 3.10（水）

� 3.11（木）

中日（夕刊）
朝日（夕刊）
読売

79 林 希一郎エコトピア科学研究所教授は生物多様性と経済・社会について語る � 3.11（木） 毎日（朝刊）

80 現代日本誤百科（216）：何年続く「かもわからない」町田 健文学研究科教授 � 3.11（木） 中日（朝刊）

81 本学と日本原子力研究開発機構、高エネルギー加速器研究機構、広島大学の共同研究チームは高輝度大電流電子
ビームを発生する次世代光源用光陰極直流電子銃を開発する

� 3.11（木） 日刊工業

82 宮田理事が座長を務める「クルマの未来とすそ野の広がりを考える懇談会」の最終会合が開かれる � 3.12（金） 読売
日刊工業

83 本学、筑波大学などが共同開発体となっている PDエアロスペース株式会社が有人宇宙機の開発で新たにプロジェ
クト参画枠を設ける

� 3.15（月） 日刊工業

84 現代日本誤百科（217）：「健康で」生きる 町田 健文学研究科教授 � 3.15（月） 中日（朝刊）

85 子宮頸がん予防活動キャンペーン講演会「子宮頸がんにならない！負けない！」開催：４月４日 吉川史隆医学系研
究科教授が講演

� 3.15（月） 中日（朝刊）
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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 
名古屋大学博物館・南山大学人類学博物館合同企画 

「縄文のタイムカプセル－貝塚－」
関連講演会
　場　　所：博物館講義室（4/22、6/22）、
　　　　　　南山大学名古屋キャンパス L棟１階 Pルーム（5/29）
　時　　間：13：30～
　入 場 料：無料
　４月22日（木）	 講演題目：「縄文人と動物」
	 講 演 者：西本豊弘氏（国立歴史民族博物館）
　５月29日（土）	 講演題目：「北方の原風景－根室の自然と野生動物」
	 講 演 者：佐藤紳司（理学研究科助教）
　６月22日（火）	 講演題目：「縄文土器はなかった」
	 講 演 者：大塚達朗氏（南山大学教授）

４月17日（土）、５月12日（水）
場　　所：博物館野外観察園
時　　間：13：00～16：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

野外観察園見学会

４月22日（木）
場　　所：安城市民会館
時　　間：14：00～16：00

［問い合わせ先］
環境学研究科寄附講座
准教授　河原一夫　052-788-6550

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 
環境学公開講演会第４回
テ ー マ：「生物多様性を理解するために
　　　　　 －微視的環境に生きる生物たちの生物多様性とは？－」
講 演 者：西田佐知子（博物館助教）、梶村　恒（生命農学研究科助教）、
　　　　　安田公昭（環境学研究科寄附講座教授）

４月22日（木）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：13：00～19：00

［問い合わせ先］
エコトピア科学研究所
教授　早川直樹　052-789-3325

エコトピア科学研究所 
エネルギーシステム（中部電力）寄附研究部門 
第５期創設記念式典・シンポジウム
テ ー マ：「次世代の環境調和・高機能型電気エネルギー材料・機器・システムの構築」
内　　容：創設記念式典、創設記念シンポジウム、懇親会

４月26日（月）、５月24日（月）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第58回、第59回防災アカデミー
講演題目：「音で探る海溝型地震」（4/26）
講 演 者：田所敬一（環境学研究科准教授）
講演題目：「未定」（5/24）
講 演 者：渥美公秀氏（大阪大学准教授）

４月27日（火）
場　　所：�ベンチャービジネスラボラトリー
　　　　　３階ベンチャーホール
時　　間：13：30～18：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
名古屋大学協力会事務局　052-744-1987

名古屋大学協力会 
第９回セミナー
テ ー マ：「工学系：効率化を目指したシミュレーションファースト
　　　　　 《塑性加工、構造解析、流体解析、最適設計等》」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

４月27日（火）
場　　所：メルパルク名古屋
時　　間：16：00～17：15（記念講演会）、
　　　　　17：30～19：00（祝賀会）
入 場 料：無料
　　　　　（祝賀会については会費8000円）

［問い合わせ先］
文学研究科西洋史学研究室　052-789-2267

佐藤彰一特任教授「日本学士院会員の選定」 
記念講演会及び祝賀会

５月17日（月）～６月11日（金）
場　　所：中央図書館４階展示室
時　　間：９：30～17：00
休 室 日：日曜日（ただし図書館は開館）

［問い合わせ先］
附属図書館庶務掛　052-789-3667

附属図書館2010年春季特別展 
尾張の古都・清洲と濃尾地域 －名古屋開府400年記念－

５月28日（金）、６月24日（木）
場　　所：医学部鶴友会館２階
　　　　　大会議室（予定）
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４回、第５回高等研究院レクチャー
講演題目：「機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合GCOE リーダー」（5/28）
講 演 者：祖父江　元（医学系研究科教授）
講演題目：「未定」（6/24）
講 演 者：安藤隆穂（経済学研究科教授）

５月29日（土）
場　　所：中央図書館５階多目的室
時　　間：13：00～15：30

［問い合わせ先］
附属図書館庶務掛　052-789-3667

附属図書館2010年春季特別展 
講演会
講演題目：「近代史跡公園の成立－織田信長神話と清洲公園－」
講 演 者：羽賀祥二（文学研究科教授）
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表紙

「卒業・修了留学生を送る
夕べ」に出席した留学生
（平成22年３月１日）

※�今年度の表紙写真は、留学
生のキャンパスライフから
様々なシーンを切り取って
紹介します。
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　昨年４月１日、濵
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なり

名古屋大学第13代総長が誕生し
ましたが、そのちょうど70年前の1939（昭和14）年４月１日
に初代総長となったのが澁澤元治です。
　澁澤は、1876（明治９）年、現在の埼玉県深谷市に、豪農
澁澤家の長男として生まれました。かの澁澤栄一は、その
伯父にあたります。本来は澁澤家の跡継ぎであった元治で
すが、第一高等学校から東京帝国大学工科大学（現在の東
京大学工学部）に進み、電気工学を学びました。卒業後、
栄一のすすめで欧米に４年近く留学したのち、1906年に逓

てい

信
しん

省に入り、官僚として日本の電気行政の確立に大きな足
跡を残しました。
　その一方で澁澤は、日本を代表する電気工学者でもあり
ました。1923（大正12）年には日本電気学会会長となり、そ
の翌年には東京帝国大学専任教授に就任、のち工学部長を
務めました。1929（昭和４）年には、世界の電気工学者に
とって最高の栄誉であったアメリカ電気学会名誉会員に選

ばれています。37年に定年退官したのち、新設された名古
屋帝国大学の総長に任命されたのです。
　医学部と理工学部の２学部で出発した名帝大ですが、理
工学部はまだ名前だけで、東山キャンパスには何もなく、
これから施設を整備し、教官を集めなければなりませんで
した。澁澤が総長に任じられたのは、理工学部の創設にそ
の学識や声望を期待されてのことと思われます。澁澤はそ
の期待に応え、1940年には理工学部を発足させ、42年には
理学部と工学部を分離独立させることに成功しました。戦
争中のことだけに、その苦労がしのばれます。
　敗戦後も、空襲で焼失した校舎の再建に奔走するととも
に、GHQ によって廃止させられた航空医学研究所を環境
医学研究所として発足させるなど、名帝大の復興に力を尽
くしました。しかしその中で体調をくずし、1946年１月に
退職、後事を第二代総長田村春吉に託して郷里の埼玉県に
もどり、遅ればせながら澁澤家を継いだのです。

１ ２ ４

３ ５

１　�澁澤元治（1876－1975）。本文の経歴のほか、1938年
には帝国学士院（現在の日本学士院）会員、1955年に
は文化功労者に、いずれも電気工学者としては初めて
選ばれた。この写真は、名古屋帝国大学医学部の卒業
記念アルバム（1941年）に掲載されていたもの。

２　�澁澤総長は、「和をもって貴しとなす」を大学全体のモットーとし
て、戦時中の困難に立ち向かった。写真のように総長室には、名
帝大創設を決定した首相である近衛文麿の揮毫が飾られていた。
国民服姿が時代を語る。

３　�澁澤元治『我等の学園』（大学文書資料室所蔵）。澁澤総長は、食事
をともにしながら学生と語らう「総長懇談会」を頻繁に開いた。本
文18頁のこの小冊子は、その際に配布するために作成されたもの。

４　�澁澤元治（澁澤栄一）の生家（写真＝深谷市教育委員会提供）。
　　�埼玉県指定旧跡になっている。
５　�第50回澁澤賞贈呈式の模様（2005年11月）。澁澤賞は、澁澤元治

が文化功労者に選ばれたことを記念して、1956年に社団法人日本
電気協会によって創設された。現在も、電気保安事業に大きな貢
献をした人々に毎年授与されている。

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、お問い合わせは総務課（基金事務局）あて（電話
052-789-4993，2011、Eメール kikin@post.jimu.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

名古屋大学基金
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　― 名大をひきいた人びと⑥ ―
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