
名古屋大学での学生生活は、本当に素晴らしいです！
ここでは、ユニークで忘れられない体験がたくさんできますよ！

http://www.nagoya-u.ac.jp/
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平成22年度入学式を挙行

素粒子宇宙起源研究機構が設立される

名古屋大学レクチャー2010を開催

生物多様性条約第10回締約国会議プレ・コンファレンスを開催

ベトナム�ハノイ工科大学と合同ワークショップを開催

第二期中期目標・中期計画が決まる

平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰者が決まる

学術奨励賞授与式を挙行

第３回高等研究院レクチャーを開催

「インターナショナルレジデンス山手」竣工記念式典を挙行

平成21年度エネルギーに関する文理融合研究合同成果報告会を開催

第28回経営協議会を開催

退職者表彰式及び退職職員懇談会を開催

南部食堂竣工記念式典を挙行

●知の未来へ

書換え理論の実用化をめざして　―定理自動証明によるソフトウェア検証―

西田　直樹（大学院情報科学研究科助教）

●キャンパスクローズアップ

南部食堂

●知の未来へ

「体感」としての経済法

林　秀弥（大学院法学研究科准教授）

●部局ニュース

外部評価（社会的評価）委員会を開催

平成21年度第２期高大連携・ものづくり公開講座を開催

国際シンポジウム「アジアにおける複合的環境問題をどう解くか」を開催

第３回市民向け環境学公開講演会を開催

ICCAE 第７、８回オープンセミナーを開催

大韓出版文化協会からの韓国語図書の寄贈式を挙行

第４回地球教室「鉱物をさがそう !」を開催

第31回博物館コンサートを開催

●新名誉教授のことば

●名大を表敬訪問された方々

●新たに締結した学術交流協定

●構成員を対象とした研修

●新任部局長等の紹介

●資　　料

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成22年３月16日～４月15日

●附属図書館からのお知らせ

附属図書館2010年春季特別展を開催中

●博物館からのお知らせ

第13回博物館特別展「縄文のタイムカプセル－貝塚－」を開催中

● INFORMATION

第51回名大祭を６月３日（木）～６日（日）に開催

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史
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　平成22年度名古屋大学入学式が、４
月５日（月）、豊田講堂において、大学
院は午前10時から、学部は午前11時15
分から挙行されました。
　今年度の入学生は、大学院2,312名

（修士課程及び博士課程前期課程1,704
名、大学院法学研究科専門職学位課程

（法科大学院）65名、医学博士課程及
び博士課程後期課程543名）及び学部
2,251名の計4,563名です。
　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、濵口総長から、大学院入
学生及び学部入学生それぞれに対し、
祝辞が述べられました（詳しくは、総
長の辞をご覧ください）。
　続いて、各研究科長等の紹介があっ

た後、大学院経済学研究科博士課程前
期課程入学生の足立正博さんと理学部
入学生の藤谷拓哉さんが、入学生総代
として、入学にあたって学生としての
本分を全うすることを宣誓しました。
　また、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）からの祝電が披露されまし
た。
　引き続いて、名古屋大学混声合唱団
が、歓迎の歌を合唱し、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。
　式典の後、学部入学生を対象として

「生協ガイダンス」及び学生による「入
学祭典」と称したサークル紹介が行わ
れました。様々なサークルによる趣向

を凝らしたステージパフォーマンス
に、会場は大いに盛り上がりました。
　終了後は、豊田講堂の前庭に詰めか
けた大勢の学生に部活やサークルの勧
誘を受けたり、家族などと晴れやかな
表情で記念撮影をしたりする入学生の
姿が見られました。
　入学式の様子は、豊田講堂内ホワイ
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、IB
電子情報館大講義室、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、入学式の模様は、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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　皆さん。名古屋大学大学院へ入学おめでとうございます。
　名古屋大学大学院は、本日
　　修士課程及び博士課程前期課程　1,704名
　　専門職学位課程　65名
　　医学博士課程及び博士課程後期課程　543名
　総数2,312名の大学院入学生を迎えました。
研究を志し、大学院へ進まれた皆さんに、名古屋大学を代
表して心から祝福し、歓迎します。

　さて、皆さんの入学された名古屋大学は、その創基を、
明治４年に開設された尾張藩の仮病院・仮医学校に遡りま
す。その後、幾度かの存続の危機を越え、この名古屋の地
に総合大学をとの、地域の人々の活動が結実し、昭和14年

（1939年）に名古屋帝国大学として創立されました。以来、
戦後の復興期、大学紛争期、国立大学法人化と、様々の困
難を越え、９学部・13研究科・３研究所からなる大学とし
て今日に至ります。明治４年に仮医学校として出発してか
ら139年、名古屋帝国大学として総合大学になってから71
年を迎えます。中部地区で最も古い総合研究大学です。昨
年秋には、創立70周年記念式典を祝う事が出来ました。
　139年にわたる名古屋大学の歴史は、我々に何を語って
いるのでしょうか。私は、名古屋大学の歴史は、３つの大
変重要な特徴を持つと考えます。
　まず特徴の第１として、名古屋大学は常に中部の発展と
共にあった、またあり続けることであります。ご存じのよ
うに、中部は日本のものづくりの拠点、国際的な産業の集
積地であります。2005年の統計によれば、実に日本の黒字
の59％は名古屋港から出荷されており、名古屋は正に日本
の産業の心臓部であります。その中にある名古屋大学は、
常に中部地区の人材育成の中核を担ってきました。トヨタ
自動車を世界一の企業へと育て上げられた豊田章一郎全学
同窓会会長の他、柴田昌治日本ガイシ株式会社代表取締役
会長、丹羽宇一郎伊藤忠商事株式会社取締役相談役をはじ
めとして、日本の企業を牽引する多くの方々を、名古屋大
学は輩出してきました。更に、名古屋大学の研究者には、
新しい産業を生み出す画期的な発明をされた方が見えま
す。赤㟢　勇先生です。赤㟢先生は、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。赤㟢先生は、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 は電球と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
社会の実現に必要な発明なのです。
　今、日本はあまり元気がありません。リーマンショック
に始まった不況からの回復が十分でないばかりでなく、多
額の財政赤字を抱え、超高齢少子化社会に突入していま
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、現
状の出生率のままなら、2055年には、8,993万人と70％に
減少します。更に、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4,599万人と54％（半分）に
減少することが予想されています。今の時代をあとで振り
返るならば、我々は、時代の転換点に生きているのかもし
れません。私は、日本という国が、活気を持った存在とし
て存続できるかどうか、今試されているように思います。
流動しつつ多極化する時代の中で、大学が、どのような次
世代の人材を育成していくのか、日本の未来を切り拓く研
究・開発をどう展開するのか。いま、大学に投げかけられ
ている問いは重いものがあります。言い換えれば、今まさ
に、産業の中枢地帯にある日本の基幹大学・名古屋大学の
真価が問われている時代が来たといえます。だからこそ、
君たち、今日ここに名古屋大学大学院に入学した諸君の、
新しい発想と、努力と、そして何よりも決意が期待される
のです。君たちが存分に力を発揮し、活躍されることが必
要なのです。大学院に入学された皆さんが、将来、名古屋
大学の先輩たちに続く人材に育っていただくことが、私の
心からの願いです。
　名大の第２の特徴は、研究者の育成にあります。名古屋
大学は、自由闊達な学風を誇り、豊かな人間性を持つ勇
気ある知識人の育成を学術憲章に掲げてきました。一昨
年、皆さんもご存じのように、名古屋大学の卒業生であ
る益川敏英先生と小林　誠先生がノーベル物理学賞を受
賞されました。また、名古屋大学の助教授を務められた
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名古屋大学総長　濵口　道成



下村　脩先生がノーベル化学賞を受賞されました。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
賞を受賞されておられます。４名の先生方の業績は、名古
屋大学の自由闊達な学風が生み出したものとも言えます。
野依先生は、名大の特別教授として物質科学国際研究セン
ターで研究指導されています。益川先生も、この４月に素
粒子宇宙起源研究機構の機構長として、名大で研究の指導
を始められます。皆さんも、学内でお会いすることがある
と思います。ちなみに、理学部ではノーベル賞記念展示を
行っています。帰りに寄ってみてください。
　さて、昨年３月の事です。下村先生がノーベル賞受賞を
記念して本学で講演されました。下村先生は、オワンクラ
ゲから、緑色蛍光たんぱく質（GFP）を世界で初めて発見
され、その単離と結晶化、および蛍光の仕組みを解明さ
れました。この GFP は、私たちの分野では、癌細胞が体
のあちこちへ転移していく姿を生きたまま観察したりす
ることを可能にした画期的な物質です。先生が、GFP を
精製するために使われたオワンクラゲは、実に５トン、10
年かかったとお話しされていました。５トンのクラゲから
1.5mg の蛍光物質を精製されました。すさまじい作業です
ね。先生が講演された時のこと。大学院生の「先生、実
験に失敗したらどうされますか」との質問に、先生の答え
は明快な一言、「成功するまで続けなさい」でありました。
この御言葉を聞いたとき、私は先生に後光が差しているよ
うに思いました。そして、ふと気付きました。これこそも
のづくり愛知の伝統文化の中にある精神、「真っ直ぐに、
誠実、実直に困難を解決しようとする」精神であると。
　昨年の事、名古屋帝国大学工学部第１期生の平野様にお
会いする機会がありました。その時、大学で何を学びまし
たかとお聞きしたところ、即座に恩師小林先生の言葉「愚
直たれ」を上げられました。実社会で働くことと研究する
ことは対象の異なる営みですが、これらの困難に立ち向か
う人間は、その志す精神は同じものであること、そしてこ
の先輩たちが身をもって示した精神、真っ直ぐ、誠実、強
靭な精神こそ、我々後輩が受け継いでいくべきものである
と、私は考えます。
　もう１つの点、名古屋大学の第３の特徴は国際化にあり
ます。昨年11月１日現在で、78の国と地域から1,566名に
のぼる留学生を受け入れています。また、現在、270の大学・
研究機関との間で学術交流協定を結び、法政国際教育協力
研究センター、医学部の Young Leaders Program、農学
国際教育協力研究センターや７課題のグローバル COE プ
ログラムなどを通じて、大学院の国際的な人材育成を図っ
ています。また大学は、国際化拠点整備事業（グローバル
30）を推進し、名古屋大学をさらに国際化する作業を進め
ています。今、大学は小さな国際社会なのです。皆さんの、
名古屋大学大学院での生活が、世界へ大きく視野を開き、

文化の多様性に尊敬を持ちつつ、日本の未来を担う人材と
して育つ契機となることを、私は願っています。「名古屋
大学から Nagoya University へ」、これが私たちの大学改
革の目標であります。英語を磨いてください。そして、海
外へ雄飛してください。
　さて、皆さんは、いよいよこれから研究生活に入ります。
自分は研究に向いているのだろうか、先生は、先ほどから

「真っ直ぐに進め」というが、私にはまず、そのまっすぐ
な道が見えない、と思うかもしれない。どうすればよいか。
私も、35年ほど前に、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いてはみたものの、自分の立ち位置を
見出すことができませんでした。散々悩んだ末に大学院に
入学しましたが、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。
　しかし、振り返って思うことは、私は、全てはまず、自
分の目の前の研究対象に没頭することから始まると思いま
す。名古屋生まれの作家、城山三郎さんはこんなことを
言っています。「人生の持ち時間は限られている。その中
で、時間を忘れるほどの陶酔をどれだけ多く持ったかで、
人生の価値が決まるような気がする」と。まず、目の前の
課題に没頭してください。没頭することで、次の課題が見
えてきます。そしてその先に、必ず新しい人生が開かれて
きます。
　もう１点。私の個人的な体験では、失敗をよく見つめる
事が大切です。これから、理系の方々は沢山実験の失敗を
すると思います。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
て各々の院生に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
る課題を表象化するものであると、私は思います。これか
らの研究生活では、１つ１つの経験を吟味し、失敗の中で
自分の弱点を客観化し、明日に訪れるであろう成功に備え
る日としてください。
　３点目、恩師といえる人と出会ってください。私自身は、
幾人かの恩師と出会う中で、自分の人生が形作られ、意味
づけられてきたと思います。

　色々申し上げましたが、これからの皆さんの大学院生活
が、多くの出会いと生きる実感に満ちた生活であることを
心より願い、私の本日の祝辞といたします。ご入学おめで
とう。
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　皆さん。名古屋大学へ入学おめでとうございます。本日こ
こに、2,251名の皆さんを名古屋大学へ迎えることとなりま
した。厳しい受験勉強を経験した君たちの入学を、心から祝
います。私も40年ほど前に、名古屋大学に入学しました。当
時を思い起こしつつ、君たちの喜びに深く共感します。入学
おめでとう。

　さて、皆さんの入学された名古屋大学は、その元を、明治
４年に開設された尾張藩の仮病院・仮医学校に遡ります。そ
の後、幾度かの存続の危機を越え、昭和14年（1939年）に名
古屋帝国大学として創立されました。以来、戦後の復興期、
大学紛争期、国立大学法人化と、様々の困難を越え、９学部・
13研究科・３研究所からなる大学として今日に至ります。仮
医学校として出発してから139年、名古屋帝国大学なってか
ら71年を迎えます。中部地区で最も古い総合基幹大学です。
　139年にわたる名古屋大学の歴史を振り返ったとき、私は、
３つの重要な特徴が浮かび上がります。
　まず特徴の第１として、名古屋大学は常に中部の発展と共
にあり続けたことです。ご存じのように、中部は日本のもの
づくりの拠点、国際的な産業の集積地であります。2005年の
統計によれば、日本の黒字の59％は名古屋港から出荷されて
おり、名古屋は正に日本の産業の心臓部であります。その中
にある名古屋大学は、常に中部地区の人材育成を担ってき
ました。トヨタ自動車を世界一の企業へと育て上げられた
豊田章一郎全学同窓会会長の他、柴田昌治日本ガイシ株式
会社代表取締役会長、丹羽宇一郎伊藤忠商事株式会社取締
役相談役をはじめとして、日本の企業をけん引する多くの
方々を、名古屋大学は輩出してきました。更に、名古屋大学
の研究者には、新しい産業を生み出す画期的な発明をされた
赤㟢　勇先生が見えます。赤㟢先生は、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。赤㟢先生は、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であるこ
とです。このように、皆さんは素晴らしい先輩を持っていま
す。この歴史を誇りとしてください。そして皆さんが、素晴
らしい先輩たちに続く人材に育っていただくことが、私の心
からの願いです。
　名大の第２の特徴は、研究者の育成にあります。名古屋大
学は、自由闊達な学風を誇り、豊かな人間性を持つ勇気ある
知識人の育成を学術憲章に掲げてきました。一昨年、皆さん
もご存じのように、名古屋大学の卒業生である益川敏英先生

と小林　誠先生がノーベル物理学賞を受賞されました。ま
た、名古屋大学の助教授を務められた下村　脩先生がノーベ
ル化学賞を受賞されました。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おられま
す。21世紀にノーベル賞を受賞した日本人は７名いますが、
そのうち４名の方が名古屋大学関係者です。４名の先生方の
業績は、名古屋大学の自由闊達な学風が生み出したものとも
言えます。ちなみに、理学部ではノーベル賞記念展示を行っ
ています。帰りに寄ってみてください。
　さて、「自由闊達な学風、豊かな人間性を持つ勇気ある知
識人の育成」とはどんな意味を指すのでしょう。自由闊達、
勇気ある知識人、覚えておいてください。昨年、海外の大学
学長や大使が多数、名古屋大学に注目され、来訪されました。
米国のルース駐日大使は、着任早々沢山の大学の中から名古
屋大学を選ばれ、皆さんの先輩と対話の機会を持ちました。
これらの来訪者の方々に、名大の学風について私が繰り返し
お話したことがあります。それは、まず名古屋大学は門も塀
もないことです。この構造は、言わば垣根のない、自由な空
間を象徴していると言えます。すると異口同音に驚かれる。
更に、今皆さんの座っている豊田講堂について紹介します。
すると更に驚かれる。何故か。この豊田講堂は、今年で50年
を迎える建築です。見てわかると思いますが、50年たってい
るとは思えないモダンな建物です。私たち名古屋大学は、常
に自由であると共に時代の先鋭、永遠のモダンでありたい
と、そしてこの豊田講堂とキャンパスが、われわれの意識の
象徴ですとお話しすると、驚かれつつも各国大使の方々は理
解されます。皆さんはどう思うでしょうか。
　さて、益川先生と小林先生はともに、坂田先生の教えを受
けています。戦後間もなくの、厳しい環境の中で、坂田先生
は素晴らしい人材育成をなされた。先生の教育の根幹は、学
生と指導者が対等の関係で議論することにあります。詳しく
は、益川先生に聞いてください。益川先生は、素粒子宇宙起
源研究機構長として名大に帰ってこられましたので、皆さん
も会う機会があると思います。ともあれ、この対等な関係で
議論を行うこと、これが自由闊達という言葉の示す名大の伝
統かもしれません。皆さんが、益川先生のようにはっきりと
意見が言える人材になっていただきたい、これが私の願いです。
　もう１つの点、本学の第３の特徴は国際化にあります。名
古屋大学は多年にわたり、多くの国際的人材を育ててきまし
た。昨年11月１日現在、78の国と地域から1,566名にのぼる
留学生を受け入れています。また、現在、270の大学・研究
機関との間で学術交流協定を結びつつ、国際学術コンソーシ
アム21（AC21）を組織し、特色ある人材育成を国際的に展
開しています。これらの実績は大切ですが、国際化が本学に
とって最も重要な課題である理由があります。それは何か。
君達名大生の出身です。名大生は、その75％が東海４県の出
身です。この点から見ると、名古屋大学は大きな地方大学に
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見えます。しかし一方で、君達の卒後の就職は大半が国際的
な企業であり、君たちは、将来国際的な場で勇気と判断力を
示すことのできる人材に育つ事を求められています。「名古
屋大学から Nagoya University へ」、これが私たちの大学改
革の目標であります。入学するときは Domestic に、卒業時
には International に。地方の文化を堅持した国際人になっ
ていただきたい。これが私の３番目の願いです。

　ところで、皆さんは今、大学に入学し、充実感に満ちてい
ると思います。しかし……ここでもう少し考えてみましょ
う。名古屋大学の総収入は約944億円、学生総数は約16,000
人であります。これを基に単純に計算すると、学生１人当た
り590万円のお金がかかることとなります。一方皆さんが授
業料として支払うお金は、年間約50万円ですから、実に君た
ち１人当たり500万円を超えるお金を毎年税金から補てんし
ていただいて、この大学が維持されています。このお金はど
こから来るのか。言うまでもなく、毎日苦しい思いをして、
大学に行けずに働いている友人が払った税金からも補てんさ
れています。さらに踏み込んでお話をします。私は昨年まで
医学部長を務めていましたので、沢山の患者さんの近くにい
ました。病院には、今この瞬間にも、大学にも行けず、最後
の希望をかけて治療を受けている君たちと同じ世代の、同じ
年の青年が、沢山います。
　いま、君たちはとても幸福な状況にあることを、実感して
いると思います。しかし考えて戴きたい。この幸福は、君た
ちのお父さん、お母さんは勿論、今この瞬間も黙々と働いて
いる人たちの、お蔭によるものなのです。また、病気に苦し
んでいる友人には得ることのできない幸福なのです。言い換
えますと、今あなたの感じている幸福は、実は多くの人々に
支えられた幸福なのです。だから、人は、幸福であることへ
の責任があるといえます。自分の幸福を自分だけのものにし
てはいけません。あなた方は、幸福な人間として、今日から
果たすべき責任を負うのです。
　だから、今日この入学式を迎えるにあたり私からお願いが
あります。名古屋大学に入った今日を境に、あなた自身の志
を立てていただきたい。自分がどうしたら社会の役に立てる
か、よく考えて、自分なりの志を立てて勉強して下さい。大
学で過ごす４年間は、短い期間ですが、自分がどんな人間に
なり、どんな生涯を描くかの設計図を作る、もっとも大切な
時期です。30年たっても、40年たっても役に立つ勉強をして
下さい。
　ではどんな勉強をすればよいのか。大学の勉強は、高校ま
での勉強と大きく変わります。勿論、授業に出席する、試験
に通るということは、高校までの勉強と同じです。では、何
が変わるか。何が必要か。皆さんに更に３つのお願いがあり
ます。第１に皆さんに心がけていただきたいことは、「自立
すること」です。自立するために何が必要か。まず、孤独を
知ること、人は１人で生きなくてはならないことを実感する
ことです。そのためには下宿が必要かもしれません。更に、
大学の間に、考え、学び、行動し、卒業後に社会のどのよう
な分野で活躍したいかを考え、準備をして下さい。どんな人
間になっていくかを考える上で大事なことは、幅広く深い教
養を身につけることです。なぜか。現代は膨大な情報の氾濫
する社会であるといえます。IT の発達によって、我々は随
分便利な生活ができるようになりました。ただこの情報は、

玉石混交、虚実が入り混じっております。また、真実もその
賞味期限が随分と短くなったように思います。このような時
代だからこそ、皆さんはまず質の良い情報を学び、虚実を見
極める力を持つ必要があります。どうすればよいか。簡単で
す。携帯やメールに振り回されず、長い時代を生き抜いてき
た古典を原典から学んでいただきたい。100年、1000年の時
間を生き抜いてきた情報は、間違いのない良質の情報です。
私は工学を学ぶ、私は理学部で分子生物を勉強するといま考
えている人も、自分の専門外の哲学、古典文学、語学をしっ
かり学んでいただきたい。それが、私のお願いです。若い時
にこそ、哲学、古典をしっかり学んでください。その勉強は、
皆さんの血となり肉となる知恵、生涯生きる知恵をもたらします。
　２つ目のお願いがあります。しっかり語学を学んでくださ
い。グローバリゼーションは、今後ますます加速すると思わ
れます。40年前、私が、名大生のころ、留学生は大学全体
で15名程度でした。今は、1,566名見えます。25年前、私が、
助教授のころ、アメリカに手紙を送り、返事をもらうには１
月かかりました。今は e-mail 連絡すると、会話しているよ
うなものですね。大学と言う定点で観測しても、日本は随分
国際化しました。この流れは、今後ますます加速するでしょ
う。あなた方が社会で活動するようになったとき、語学、特
に英語と中国語は必須の能力となります。昨年から、名古
屋大学の英語教育は大きく変わりました。TOEFL-ITP 試験
をもう受けられたでしょう。結果でクラス分けをしますが、
Survival Course の方は必死で頑張ってください。昨年は、
英語力の大きく伸びた人を、総長表彰しました。また高い英
語力を持っている人は、積極的に海外留学していただく準備
をしています。在学中に、海外に出て、孤独の中で、自分の
本当の力、語学力、交渉力を試してください。その体験は、
きっと君たちの将来を助けるものとなります。
　３番目のお願い。大学時代に、沢山の友人を作り、サーク
ル活動、社会活動に参加して下さい。なぜ、授業以外の活動
を勧めるのか。それは、君たちの中に眠る潜在能力を起こす
ため、君たちの持つ可能性を開花させるためです。本を読
むだけでなく、実践的な活動をすることで、自分の可能性を
探ってください。

　色々申し上げましたが、皆さんの学生生活が、多くの出会
いと、実り多い体験に満ちることを願って今日の祝辞とさせ
ていただきます。入学おめでとう。
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　名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構（Kobayashi-Maskawa 
Institute for the Origin of Particles and the Universe

（KMI）） が、４月１日（木）、設立されました。
　KMI には、理論研究を中心とする基礎理論研究センター
と実験・観測研究を主に担う現象解析研究センターが設置
され、両者は一体として協力し、素粒子理論・実験分野、
宇宙理論・観測分野、数理物理学分野、宇宙線研究分野、
さらにはスーパーコンピュータを導入する計算物理学分野
の研究を通じて、現在の素粒子標準理論を超える現代物理
学の新たな地平を開拓していきます。
　機構長には益川敏英本学特別教授、副機構長には
山脇幸一本学特任教授が就任し、大学院理学研究科から15
名の研究者、大学院多元数理科学研究科、太陽地球環境研
究所からそれぞれ２名の研究者等とともに研究を推進して
いきます。当面は理学部 A 館２階を拠点に、研究活動を
展開しますが、平成23年春には、現在建設中の総合研究棟
に移転して、さらに研究を本格化させる予定です。
　KMI の発足を記念し、２日（金）には、理学部 A 館１
階において、看板上掲式が挙行されました。益川機構長

と濵口総長により看板が上掲された後、益川機構長から
「物理学が大きな変革を迎えようとするこのタイミングに
KMI が発足することはとても時宜を得たものである」と
の言葉があり、続いて、総長から、「KMI を世界で第一級
の研究組織に育てていきたい」とあいさつがありました。
　続いて、プレオープンされたノーベル賞展示室を、上
掲式の参列者が見学しました。同室では、益川博士、
小林　誠博士、下村　脩博士のノーベル賞メダルの公式レ
プリカや、それぞれの恩師である坂田昌一博士や平田義正
博士の研究室についての展示を行っており、５月10日

（月）、正式にオープンしました。
　引き続き行われた記者会見では、益川機構長、総長によ
るあいさつのあと、集まった報道関係者との質疑応答が行
われました。
　４月６日（火）、７日（水）には、KMI のアドバイザリー
ボードの座長である小林　誠本学特別教授が本学を訪れ、
益川機構長とともにノーベル賞展示室の準備状況を見学し
た他、今後の KMI での研究計画に対しアドバイスをしました。
　今後、益川機構長のもとで、本学独自のアプローチで世
界をリードすることを目指していきます。
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　名古屋大学レクチャー2010「生命とは何か－ DNA から
『からだ』ができるまで－」が、３月31日（水）、豊田講堂
において開催されました。
　同レクチャーは、本学が主催する最も重要な講演会の一
つで、分野を問わず、世界的に高名な研究者の講演を広く
一般の方々に公開し、現代世界の最高の「知」に触れてい
ただくために行われるもので、講演者には、名古屋大学レ
クチャーシップの称号及び表彰楯が授与されます。
　５回目となった今回は、共に本学理学部出身であり、文
化功労者に顕彰された、本学名誉教授である杉浦昌弘博士
と理化学研究所発生・再生科学総合研究センター長である
竹市雅俊博士を講演者に招き、膨大な DNA 情報が伝達さ
れる原理を追求する「分子生物学」と、受精卵から複雑な
個体が形成される細胞の組織化を解明する「発生生物学」
における両者の研究についての講演が行われました。
　杉浦博士は、双子葉植物タバコを用いて、1986年に植物
葉緑体ゲノムの全塩基配列を世界で初めて決定しました。
この業績はゲノム生物学のパイオニアワークで、広く世界
に知られています。また、竹市博士は、細胞と細胞との接

着剤である細胞接着分子の「カドヘリン」の発見者として
国際的に大変有名です。これらの画期的な功績は、それぞ
れ、「DNA 情報の伝達」や「細胞と組織作り」という生
命の根源の解明に大きな貢献を果たしたものであり、医療
など幅広い分野において、大きな革新をもたらすものです。
　当日は、はじめに濵口総長のあいさつの後、まず、
町田泰則理学研究科教授が、「分子生物学」の基礎知識や
杉浦博士の人柄について話しました。
　その後、杉浦博士が、「葉緑体ゲノムの全構造を決める」
と題し、葉緑体ゲノムの全塩基配列の決定までの道のりに
ついて、学生時代や留学時代のエピソードにも触れながら
講演しました。
　引き続き行われた名古屋大学レクチャーシップの称号及
び表彰楯の授与式では、総長から杉浦博士と竹市博士に、
名古屋大学レクチャーシップの表彰楯が贈呈されました。
　贈呈式後は、黒岩　厚理学研究科教授が、「発生生物学」
の基礎知識について分かりやすく解説し、その後、竹市博
士が、「細胞による自己組織化の謎を解く」と題し、「カド
ヘリン」の発見に至る経緯や医療への応用等について講演
しました。
　それぞれの講演後に行われた参加者からの質疑応答で
は、杉浦博士から「何を研究するかを自分で考えて決め
る」、また、竹市博士から「自然に対する好奇心を持とう」
と、若い世代にエールが送られました。
　最後に、近藤高等研究院長から閉会のあいさつがあり、
大盛況のうちに終了しました。今回は、本学教職員、中・
高校生や一般の方々など約1,000名が参加し、参加者から
は、「素晴らしかった」、「良い刺激になった」との感想が
多数寄せられ、大変有意義なものとなりました。
　また、本レクチャーに先立ち、午前中には、杉浦博士と
竹市博士への本学特別教授の称号授与式が執り行われま
した。

9NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.204

講演の様子

レクチャーシップ表彰楯授与式の様子（左から、杉浦博士、総長、竹市博士）

ニ
ュ
ー
ス

名古屋大学レクチャー2010を開催



　名古屋大学・ハノイ工科大学合同ワークショップが、３
月18日（木）、19日（金）、ベトナム ハノイにおいて開催さ
れました。
　本学からは宮田理事、中村佳朗工学研究科教授、渡邉豊英
情報科学研究科教授らが参加した他、阿部茂樹三菱重工業
株式会社名古屋航空宇宙システム製作所主席プロジェクト

統括を始めとした三菱重工業株式会社の関係者もオブザー
バーとして参加しました。本学とハノイ工科大学とは昨年
９月に大学間学術交流協定を締結しており、今回は協定締
結後初の交流となりました。
　ハー・ズエン・トゥー ハノイ工科大学副学長と宮田理
事による開会あいさつで始まった同ワークショップでは、

「最近の航空工学・情報科学の動向」をテーマに、両大学
から合わせて17名の教員や学生がプレゼンテーションを行
いました。航空工学・情報科学各分野の先端的研究につい
ての発表に対しては多数の質問が寄せられ、参加者の関心
の高さがうかがわれました。また、本学留学生の留学生活
の紹介も行われ、参加したハノイ工科大学の学生は熱心に
耳を傾けていました。２日間に渡った同ワークショップに
は、100名程が参加し、盛会裏に終了しました。
　ワークショップに先立ち、宮田理事らは、グエン・チョン・
ザン ハノイ工科大学学長を表敬訪問し、４月に予定され
ている同学長の本学への表敬訪問や学生交流などについて
話し合いました。
　今回のワークショップを契機として、今後の更なる交流
が期待されます。

　生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）プレ・コ
ンファレンス「新しい生物多様性目標を考える～生物多様
性と生態系サービスの保全にむけて～」が、３月21日（日）、
22日（月）、豊田講堂において、本学、環境省、生物多様性
科学国際共同計画（DIVERSITAS）の共催で開催されま
した。

　同会議は、COP10において討議される2010年以降の生
物多様性目標、いわゆる「ポスト2010年目標」の策定に向
け、科学的視点から提言を行うことを目的に開催されたも
ので、国内外の研究者、生物多様性条約事務局を含む国際
機関、NGO 関係者ら約300名の参加がありました。
　初日は、田島一成環境省副大臣、濵口総長、ハロルド・
ムーニー DIVERSITAS 議長のあいさつ、生物多様性条約
事務局のデビット・クーパー氏らによる基調講演に続き、

「科学と政策の対話」と題して、田島副大臣と研究者によ
る、科学と政策の連携強化についての意見交換が行われま
した。その後、生物多様性の喪失を引き起こす直接要因・
間接要因をテーマとする、２日間にわたるパネルディス
カッションを通じ、生物多様性を守るために各国が取り組
むべき課題など、ポスト2010年目標について、様々な観点
から議論が行われました。
　同会議の成果については、今後、環境省において報告書
として取りまとめ、COP10に向けた国際的議論の進捗に
活用されることになっています。
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ベトナム ハノイ工科大学と合同ワークショップを開催

生物多様性条約第10回締約国会議プレ・コンファレンスを開催



　本学が第一期中期目標期間の自己点検を基に原案として
提出した中期目標（平成22年度～27年度）が、３月29日

（月）、文部科学大臣から提示され、その達成に向けて策定
した中期計画が、31日（水）、文部科学大臣により認可され
ました。
　本学は、日本の基幹・総合研究大学として、自由闊達な
学風の下、未来を切り拓く勇気ある知識人を育て、世界屈
指の知的成果を産み出すことを基本理念とし、20項目の中
期目標の下に、54項目の中期計画を策定しました。教育・
研究に関する事項では、教養教育・英語による教育の充実
や中核的研究拠点の形成、国際交流・社会貢献に関する事
項では、国際化拠点整備事業（グローバル30）への取り組
みに重点を置き、業務運営に関する事項では、組織運営体
制や組織の継続的な見直し、効果的・効率的な法人運営の
推進やキャンパス整備への取り組み等、様々な特色ある取
り組みを中期計画として掲げています。
　今後、本学は、本中期計画を着実に実施することを通じ
て、更なる教育・研究の質の向上、社会連携・国際交流の
推進、業務運営の改善及び効率化、財務内容の改善等に一
丸となって取り組んで行く必要があります。

　なお、本中期目標・中期計画の内容については、ホーム
ペ ー ジ（http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/objectives/
mid-obj/）をご覧ください。

■科学技術賞（研究部門）
受賞者：淺岡　　顯　名誉教授
　　　　中野　正樹　工学研究科教授
　　　　野田　利弘　工学研究科教授
　　　　中井健太郎　工学研究科助教
業績名： 弾塑性力学に基づく地盤の静的・動的応答解明

の体系的研究

受賞者：大森　博司　環境学研究科教授
業績名： 構造形態創生法の開発と構造デザインへの応用

に関する研究

受賞者：小澤　正直　情報科学研究科教授
業績名：量子測定理論の先駆的研究

受賞者：後藤　俊夫　名誉教授
　　　　堀　　　勝　工学研究科教授
業績名：ラジカル制御プラズマプロセスの先駆的研究

■若手科学者賞
受賞者：小田　寛貴　年代測定総合研究センター助教
業績名： 放射性炭素年代測定法を用いた古文書・古筆切

の研究

　平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者が決
定し、本学から９名が受賞しました。
　この表彰は、科学技術に関する研究開発、理解増進等に
おいて顕著な成果を収めたものについて、その功績を讃え
ることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、
我が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的として
おり、「科学技術賞（開発部門、研究部門、科学技術振興

部門、技術部門、理解増進部門）」、「若手科学者賞」、「創
意工夫功労者賞」、「創意工夫育成功労学校賞」の各賞に分
かれています。
　なお、授賞式は、４月13日（火）、東京都内のホテルにお
いて、執り行われました。
　受賞者は以下のとおりです。
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第二期中期目標・中期計画が決まる

平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰者が決まる



　第３回高等研究院レクチャーが、３月19日（金）、野依記
念学術交流館カンファレンスホールにおいて、開催されま
した。
　今回は、｢宇宙への挑戦。｣ をテーマに行われ、近藤高等
研究院長のあいさつの後、まず、グローバル COE「宇宙
基礎原理の探求」の拠点リーダーである杉山　直理学研究

科教授が「宇宙を理解する：素粒子から太陽・地球、そし
て宇宙まで」と題し、素粒子、太陽系、宇宙の密接な関係、
またダークマターやダークエネルギーを例にとって、それ
らが宇宙の発展において果たしている役割について講演し
ました。次に、飯嶋　徹同研究科教授が、「消えた反粒子
の謎に迫る：B ファクトリー実験における三つの発見」と
題し、電子と陽電子を高頻度で衝突させ、自然界には存在
しない B 中間子と半 B 中間子を大量に生成させる B ファ
クトリー実験の最新研究成果を紹介し、また、関　華奈子
太陽地球環境研究所准教授が、「オーロラと宇宙の嵐：太
陽がひきおこす宇宙環境のダイナミックな変動」と題し、
オーロラ現象のメカニズムの解明と宇宙嵐の影響と予測に
ついて講演しました。さらに、金田英宏理学研究科准教授
が、「宇宙の謎を解き明かす：赤外線衛星「あかり」の発見」
と題し、赤外線天文衛星「あかり」に装備されている、同
准教授が中心に開発した極低温望遠鏡と赤外線観測装置に
よる最新の観測結果について紹介しました。
　講演後には活発な質疑応答が行われ、本学教職員、学生
や一般の方々など約180名が参加し、盛況のうちに終了し
ました。

　名古屋大学学術奨励賞授与式が、３月24日（水）、シンポ
ジオンホールにおいて挙行されました。
　同賞は、学術憲章に定める「人間と社会と自然に関する
研究と教育を通じて、人々の幸福に貢献することを、その
使命とする」という基本理念に基づき、本学の大学院博士
課程後期課程に入学又は進学した特に優秀、かつ、将来の

有望な学生に対し、その教育研究活動を奨励することを目
的として昨年度新たに設立されました。
　受賞者は、大学院博士課程後期課程に在学する学生で、
人物・研究水準ともに特に優秀で、かつ指導教員及び研究
科長から推薦のあった者から決定され、奨学金として年度
末に年額50万円（授業料相当額）が各年次生50名程度に給
付されます。第１回目の今回は、平成21年度大学院博士課
程後期課程に入・進学した１年次生を対象として50名が受
賞しました。
　式には、50名が出席し、濵口総長から各研究科の代表者
にそれぞれ賞状が授与されました。賞状の授与後、総長か
ら、同制度を設立した経緯の説明と「自分の専門分野の研
究に邁進するとともに、大学院生の模範となるような研究
生活を送り、自己研鑽に努めていただきたい」と受賞者へ
の激励の言葉がありました。
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第３回高等研究院レクチャーを開催

学術奨励賞授与式を挙行



　国際交流会館「インターナショナルレジデンス山手」竣
工記念式典が、３月31日（水）、同施設のある名古屋市昭和
区高峯町において挙行されました。単身室106戸を擁する
同施設は、本学の外国人留学生専用宿舎としては３つ目と
なります。
　濵口総長を始め、各理事・副総長、部局長、留学生関係

教員等関係者ら約60名が出席した式典では、まず総長か
ら、同施設は昭和57年３月のインターナショナルレジデン
ス東山の竣工以来、実に29年ぶりの外国人留学生専用宿舎
となり、当時ようやく150名を超えた留学生も、現在では
世界78カ国・地域から1,566名を数えるに至っていること
や、今後本学が、国際化拠点整備事業（グローバル30）等
による国際化拠点大学としての態勢整備を図る上で、真に
時宜を得た施設竣工となったことについて話し、更に隣接
する国際嚶鳴館とともに、日本人学生と留学生の交流がこ
れまで以上に活発になり、キャンパスの国際化がなお一層
進展するよう大いに期待している旨、祝意を込めたあいさ
つがありました。
　続いて、奥村滋夫施設管理部長から、同施設の設計趣旨・
方針、構造・規模、機能面での特徴など、配付したパンフ
レットを参照しながら施設概要の説明があった後、総長、
杉山理事、宮田理事、藤井理事及び高橋理事により、テー
プカットが行われました。その後、施設見学を行い、和や
かな雰囲気の中で式典が終了しました。

　平成21年度エネルギーに関する文理融合研究合同成果報
告会が、３月16日（火）、経済学部第１講義室において開催
されました。
　５回目の今回は、「名大発－省エネ推進と地球温暖化防
止」をテーマに行われ、北は北海道から南は九州までの国
公私立大学、官庁、民間企業等から今までで最多の230名

を超える出席者がありました。
　はじめに、奥村滋夫施設管理部長のあいさつがあり、そ
の後、「エネルギーマネジメントの取り組み状況と今後の
課題について」、「名古屋大学における ESCO 事業の取り
組みと成果・課題」、「名古屋大学の国内クレジット事業へ
の参加」、「実験・研究装置の省エネ取り組みについて」、

「CO2削減に向けた本学のグリーン IT 推進への取り組み」、
「省エネ行動促進のための情報収集と情報提示手法」と題
した６件の講演が行われました。
　講演会後に行われた情報交換会では、各講演者を相手に
講演に対する質問や大学への要望等、活発な議論が行わ
れ、参加者から、「非常に参考になった」、「大学でこんな
取り組みをしていることを知らなかった」、「次回も是非参
加したい」との要望・期待が寄せられました。
　本学では、今後とも参加大学、官庁、企業等とともに、
エネルギーマネジメントに関する情報の共有、理論の習得
と実体業務への導入を積極的に推進したいと考えています。
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「インターナショナルレジデンス山手」竣工記念式典を挙行

平成21年度エネルギーに関する文理融合研究合同成果報告会を開催



　第28回経営協議会が、３月22日（月）に開催されました。
　会議では、濵口総長からあいさつがあった後、平成22年
度学内予算配分、平成22事業年度における長期借入金の借
り入れ及び償還計画、人事・労務関係規程等の制定及び一
部改正、平成22年度計画について各担当理事、副総長から
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、平成22年度の執行部体制について意見聴取が行
われた後、第二期中期目標・中期計画、アカデミックイン
グリッシュの実施状況、平成20事業年度決算に係る決算剰
余金、経営協議会委員の交替について報告が行われました。
　外部委員の方々からは、教養教育段階からのディベート
能力養成、英語による講義の拡充等に関して、貴重な意見
が寄せられました。
　また、３月31日をもって委員を退任する後藤 淳委員へ
の感謝状贈呈式が開催され、総長から本学の管理運営に多
大な御支援をいただいたことに関して謝辞が述べられました。

　名古屋大学退職者表彰式が、３月30日（火）、豊田講堂第
１会議室において挙行されました。
　これは、平成22年３月31日付けで退職する勤続30年以上
の職員を表彰するもので、表彰式には、被表彰者45名のう
ち37名の方が出席し、初めに、濵口総長から被表彰者一人
ひとりに表彰状と記念品が手渡されました。
　続いて、濵口総長から祝辞があり、永年にわたる本学へ
の尽力に対する感謝のことばが述べられました。
　引き続き、ユニバーサルクラブにおいて、名古屋大学退
職職員懇談会が開催され、上記被表彰者のほか、３月31日
付けで定年により退職する職員をはじめ関係者が出席しま
した。総長のあいさつの後、退職者を代表して吉田一亮総
務部秘書課長から謝辞が述べられました。退職者は、出席
者と今日までの思い出などを語り、別れを惜しんでいました。

　南部食堂竣工記念式典が、４月２日（金）、同食堂ホール
において挙行されました。
　式典では、濵口総長からあいさつ、名古屋大学生協の理
事である戸田山和久情報科学研究科教授から祝辞があった
後、奥村滋夫施設管理部長から施設の概要説明がありました。
　続いて、総長、杉山理事、藤井理事、高橋局長、戸田山
教授及び学生団体の代表２名の計７名によるテープカット
及び施設見学が行われました。
　新食堂は、地上２階、地下１階建てで、１階の食堂では、
多くの席を擁するカフェテリア食堂として、バラエティに
富んだ食事を提供し、２階の食堂は、様々なコーナーが並
んだ飲食店街のような選択性のある空間となっています。
また、地階は、焼きたてパン、できたて弁当等をテイクア
ウトできる売店となっています。
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第28回経営協議会を開催

退職者表彰式及び退職職員懇談会を開催

南部食堂竣工記念式典を挙行



　近年、Haskell、LISP、ML、F#、OCaml など
の関数型プログラミング言語が普及してきていま
す。関数型言語の計算モデルの一つとして項書換
え系（term rewriting system）があります。項
書換え系ではオブジェクトを項と呼ばれる木構造
のデータで表現し、項の対である等式に方向付け
をした書換え規則により計算を表現します。項書
換え系では関数型プログラムの性質解析などへの
応用をめざして、さまざまな研究が盛んに行われ
ています。例えば、プログラムの計算が必ず止ま
ることを保証する性質として停止性があります。
関数型プログラムをモデル化した項書換え系が停
止性を持つことがわかると、元の関数型プログラ
ムも停止性を持つことを保証できます。
　昨今の計算機の性能の向上に伴い、項書換え系
のさまざまな理論に基づいた検証を大規模なシス
テムへ適用することが可能になってきています。
論理式の充足可能性を判定する SAT ソルバーの
性能向上は飛躍的であり、さらに項書換え系の分
野では SAT ソルバーを利用した停止性証明ツー
ルの開発はますます盛んになっています。また、
2008年ごろから Hakell や Prolog などの関数型プ
ログラム、Java や C のような命令型プログラム
の停止性証明への応用などの研究も盛んになり、
書換え理論を実用的なプログラムの検証へ応用す
る研究が注目されるようになってきました。

　現在の私の研究では、制約付き項書換え系
（constrained term rewriting system）の定理自
動証明を利用したソフトウェア検証を行っていま
す。C 言語で書かれた関数が数学的に書かれた仕
様を満たすかどうかを、関数と仕様を変換して得
られる制約付き項書換え系および仕様を満たすこ
とを表す等式を入力として定理自動証明器に与
え、証明に成功することで関数が仕様を満たして
いることを保証します（図１）。図１は現在開発
中の検証ツールのインタフェースであり、Web
ブラウザを介して利用できます。左上のテキスト
ボックスにプログラムを、左下のテキストボック
スには仕様を数式で入力し、検証を開始するボ
タンをクリックすると検証結果が右側のテキスト
ボックスに結果が証明過程とともに表示されま
す。このアプローチでは、検証を行う人が特別な
操作、情報を与えることなく検証を行えるような
枠組みの構築をめざしています。
　現在は配列などを扱わない小規模なプログラム
を対象としていますが、大規模なプログラムを扱
えるように開発を進めることで、本手法の実用的
なソフトウェア検証への応用が期待できます。ま
た、プログラミング演習の課題で作成されたプロ
グラムの検証を支援する応用に向けての開発にも
取り組んでいます。
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図１　開発中の Cプログラム検証ツールのインタフェース
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　南部食堂は、平成21年６月の旧南部食堂の撤去
を皮切りに８カ月をかけて工事を行い、平成22年
２月末に完成しました。旧南部食堂は、昭和45年
に建設されてから40年が経過し、施設の老朽化や
狭隘化が著しく、近年の食の安全性への対応や混
雑緩和などの改善が求められていました。従来か
ら、南部食堂は東山キャンパスの南西部に位置し、
全学教育を受ける初年次学生をはじめ多くの学生
に利用されてきているため、新しい南部食堂は、

「行けば誰かに会える場所」、「行けば何かの刺激
を受ける場所」、「学生生活の大切な舞台のひとつ
となる　居心地の良い食堂」として、ただ食事を
済ませるだけの場所でなく、食事以外にも活用で
きる新たな食堂として改築を行いました。

　建物は、鉄骨造地上２階地下１階、延べ面積
2,714m2、外装材は断熱性の素材を採用、窓ガラ
スを複層ガラス、屋根は屋上緑化とすることで熱
負荷の低減を図り、結露防止や断熱性能の向上を
図りました。建物の構造は、外周部に水平耐力を
持たせた耐震壁をバランス良く配置し、内部の丸
柱には鉛直荷重のみを負担させて柱の持つ役割分
担を明快にした構造システムを採用しています。
これにより、内部の丸柱を細くして柱の存在感を
低減させ、視線が行き交う軽やかな大空間を実現
することができました。
　食堂の内部には、効率的に自然の光・風を呼び
込むためのライトコートを設け、１階は見通しの
きくカフェテリア食堂とし、新入生でも迷うこと
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なくスムーズに食事することができる空間として
います。座席数は428席を用意しています。また、
300人規模のパーティにも対応でき、２階は複合
食堂とし、屋外にデッキを設けて季節の変化が身
近に感じられる場所になっています。座席数は
284席を用意しています。全体の席数は、旧食堂
の座席数320席から712席と２倍強の座席を確保し
ています。また、スライディングウォールにより
小規模のパーティ、会議、自習スペース等のニー
ズに柔軟に対応できるよう部屋を分割して利用す
ることができます。その他に、映像装置を４箇所
設置し、打合せや発表の場として活用できるよう
にしています。
　外観は、内部空間の広がりをそのまま外部に表

出させることで、表面だけを着飾ったものではな
い、奥行きのあるものとなっています。食堂への
アプローチ外部階段には、日除け・雨除けのため
の庇を設け、混雑時の行列にも配慮しています。
また、各階店舗・食堂の名称は、公募によって下
記のとおり決まりました。新しい南部食堂が、末
永く学生・教職員に親しまれ利用されることを期
待します。
■１階カフェテリア食堂：
　　　　　　　　「Mei-Dining（メイ ダイニング）」
■２階複合食堂：「彩（さい）」
■地階テイクアウトショップ：
　　　　　　　　「ＮＵだが屋（にゅーだがや）」
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１　外観（西面）
２　外観（東面）
３　外観（北西面）
４　１階カフェテリア食堂
５　２階複合食堂
６　２階デッキ

１ ２ ３
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　私の専門は「経済法」である。経済法とは、独
占禁止法を中核とし、個別経済規制に関する諸法
を含んだ法領域である。独占禁止法は、市場経済
の基本的ルールを定めたものであり、その内容は
現実の企業活動に深くかかわっている。しかし経
済法は、ながらく「諸法・雑法」のひとつとして
分類されていた。ある高名な民法学者と雑談して
いた折、不意にこう言われたのを思い出す。「僕
は専門外の法律にも明るいほうなんだが、独占禁
止法だけはよく分からんね」。私は「はぁ」と答
えるしかなかった。
　独占禁止法のむつかしさ、それは、経済学をは
じめとする隣接諸学の咀嚼かもしれないし、ある
いは海外の最新動向の消化かもしれない。しかし
私にとってそのむつかしさはもっと別のところに
あるように思われる。それは時代時代の独占禁止
法が直面した「現場感」とでも形容したらいいの
だろうか、いわば「体感」としての独占禁止法
である。その時その場に居合わせた者には肌で感
じる「時代の雰囲気」、その当時この世に生まれ
ていなかった者にとっては摑みがたい社会のある

「かたち」である。
　たとえば、水が H2O という原子の結合によっ
て構成されていることは誰でも知っている。しか
し、私にとっての水とは、子供の頃大山のふもと
で飲んだ岩清水であり、ふるさとの小川のせせら
ぎであって、決して H2O ではない。その痛切な
思い出と切り離して「水」の恵みを論じても私に
は縁のないことだ。
　こんなことをいうのも、自分が、独占禁止法の
辿ってきた道程についての自分の無知に常々辟易
させされるからである。辟易するだけならまだよい
のかもしれない。経済法の教育・研究を一生の仕
事としながら、その中核である独占禁止法の生ま
れと育ちを知らないという、人生におけるそうし
た不誠実な態度が自分でも段々嫌になってきた。
　そんなことを思っていた私にとって、いまの
もっぱらの関心は歴史研究である。「独占禁止法・
競争政策の軌跡」と題して、そのときどきの歴史
的事件に立ち会った実務家および学識経験者の

方々を対象に長時間のインタビューを行い、歴史
的証言として記録に留めるという研究会を立ち上
げたのは、その一例である。いわば「オーラルヒ
ストリー」として、戦後経済法・競争政策がたどっ
てきた道のりを学問的営為として後世に残すこと
を目標とするものである。
　「言うは易く行うは難し」。何事もそうだろう
が、この言葉を嫌というほど味わった。インタ
ビューというものは、聞く内容が薄ければ話して
いただける内容もそれに比例して薄いものにとど
まる。インタビューの質は、よく言われるように、
事前の準備で決まる。こちらはなにせ無知蒙昧だ
から、目標が高い分、暗中模索は続いた。今も続
いている。いうまでもなく、インタビューは一人
ではできない。自分が気ままにしゃべっていて
は、それは対談ではなく主張であり独白である。
いきいきとした対談とすることは、もしかすると
事前の準備以上に難しいのかもしれない。
　私がインタビューにあたって一番気をつけてい
ることは、単なる四方山話にはしないということ
である。昔のことであればあるほど、話し手の記
憶の風化や美化も手伝って、話の内容が客観的に
裏付けられていないおそれがある。内容にエビデ
ンスが伴っているかが求められる。ただし、エビ
デンスが求められない微妙な話であるからこそ面
白く、資料としての価値がある場合も多い。一方
で個人の名誉に関わることなど、現時点ではそも
そも公表に適さない話もまた多い。公表に向けた
編集作業では、読み物としての面白さと資料とし
ての価値に最大限配慮しつつ、学問的厳密さと個
人情報の保護を確保することの難しさに直面して
いる。この研究プロジェクトの一端について興味
ある読者は、『名古屋大学法政論集』226号（2008
年）から連載中の「昭和五二年独占禁止法改正の
実像」をご覧いただければ幸いである。
　独占禁止法の来し方を思い出すことなしに、そ
の行く末を思い描くことは難しい。このささやか
な研究に携わって、長く暗かった独占禁止法の青
春時代に、自分自身のそれと重ね合わせながら、
今は深い愛惜を感じている。
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　大学院工学研究科創造工学センターは、３月23日（火）、
IB 電子情報館10階の同センターにおいて、平成21年度第
２期高大連携・ものづくり公開講座を開催しました。
　同講座は、高校生に「ものづくり」の楽しさを知っても
らうと同時に、工学への興味をもってもらうことを目的と
しており、今回は、電子回路工作コースで「テルミン」を、

機械工作コースで「スターリングエンジン」を製作しました。
　電子回路工作コースでは、高校生８名、中学生１名、社
会人１名及び引率教員１名の参加があり、実習の前に、
横水康伸工学研究科准教授による特別講義「テルミンの原
理を知ろう」が行われ、次いで、技術職員から、テルミン
の回路・電子部品の説明、はんだ付けの実習指導、テルミ
ンの模範演奏が行われました。その後、テルミンを実際に
製作し、動作確認の後、演奏指導が行われました。
　また、機械工作コースでは、高校生11名及び引率教員２
名の参加があり、実習の前に、山下博史工学研究科教授に
よる特別講義「大切なエネルギーを大事に使おう」が行わ
れ、次いで、技術職員からエンジンの歴史としくみ、エン
ジン設計の勘どころ、エンジンの作り方の説明がありまし
た。その後、創造実験室で、グループに分かれてスターリ
ングエンジンの組み立てを行い、部品の条件を変えると性
能が変化する様子を観察・測定しました。
　今後も、高大連携を進めるため継続して開催していく予
定です。

　大学院経済学研究科は、３月18日（木）、経済学部第１議
室において外部評価（社会的評価）委員会を開催しました。
　同研究科外部評価委員会は、平成19年度から研究面に
関して当該分野の専門的研究者から評価を受ける外部評
価（研究評価）委員会と、主として研究以外の諸側面に関
して多様な立場・観点から評価を受ける外部評価（社会的

評価）委員会を隔年で行うこととしています。この方針に
したがって、平成21年度は同研究科で行われている各プロ
ジェクトを中心にとして評価を受けるための外部評価（社
会的評価）委員会を開催しました。
　委員会では、委員長の和田文学研究科長と、５名の委員
が、教育研究活動について意見を述べ、評価を受けました。
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平成21年度第２期高大連携・ものづくり公開講座を開催
●大学院工学研究科

外部評価（社会的評価）委員会を開催
●大学院経済学研究科



　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、３月24日（水）、西尾信用金庫本店1F 会議室に
おいて、市民向け環境学公開講演会「生物多様性を理解す
るために」を開催しました。COP10パートナーシップ事
業の一環として開催された同講演会は、河原一夫同講座准
教授の司会により行われました。

　最初に、近藤　実西尾信用金庫理事長からあいさつがあ
り、西尾市では、平成20年度時点で COD 値（化学的酸素
要求量）全国ワースト16という油ヶ淵という湖沼を浄化す
るため、行政と住民が協働して浄化運動を展開しているこ
と、西尾信用金庫も油ヶ淵水質浄化応援定期預金を企画
し、環境浄化運動に協賛していることなどを紹介しました。
　次に、佐野　充環境学研究科教授が「環境と共存する製
造業を目指して」と題して、環境を考慮した経営を目指す
よう勧め、本業を通した環境経営戦略の具体例を紹介しま
した。また、自動車関連産業の動向について図表を使って
解説しました。
　続いて、林　誠司同研究科講師が、浜辺でよく目にする
アサリガイやムシロガイの貝殻の特徴や模様のバリエー
ションが成長とともに変化する様子について、スライドを
使って解説しました。
　最後に、安田公昭同講座教授が、今日の省エネ社会の実
現に向かう政策を世界中で同期的に推進する背景・動機に
ついて解説しました。
　当日は、企業経営者や会社員を中心に、60名の参加があ
りました。

　グローバル COE プログラム「地球学から基礎・臨床環
境学への展開」は、３月15日（月）、16日（火）の２日間、野
依記念学術交流館において、国際シンポジウム「アジアに
おける複合的環境問題をどう解くか」を開催しました。
　急激な経済成長が続いているアジアでは、同時に、地球
温暖化、森林破壊等による生物多様性の危機、水資源問題

などが複合的にからんだ環境問題が進行しています。同シ
ンポジウムは、それらを解明・解決する道筋としての基礎
環境学と臨床環境学をどのように構築していくことができ
るかを多角的に議論することを目的として、開催されました。
　初日は、濵口総長の開会のあいさつに続き、同プログ
ラムの拠点リーダーである安成哲三地球水循環研究セン
ター教授が趣旨説明を行いました。その後、ローマクラ
ブ会員であるエルンスト・フォン・ワイツゼッカー博士、
武内和彦国連大学副学長の基調講演が行われた後、東南ア
ジア及び伊勢湾流域圏における複合的環境問題の報告と議
論が行われました。
　２日目には、ハンス＝ペーター・デュール マックス・
プランク物理学研究所名誉理事長と本学特別招へい教授で
ある真鍋淑郎プリンストン大学大気海洋科学プログラム上
級研究員による基調講演の後、中国における複合的環境問
題の報告と議論及び総合討論が行われました。
　両日とも、一般の方々を含む150名前後の参加があり、
アジアにおける環境問題への関心の高さと、同プログラム
が提唱する基礎・臨床環境学という新しいアプローチへの
期待を改めて感じさせる会議となりました。
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第３回市民向け環境学公開講演会を開催
●大学院環境学研究科

国際シンポジウム「アジアにおける複合的環境問題をどう解くか」を開催
●グローバルCOEプログラム「地球学から基礎・臨床環境学への展開」



　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、３月２
日（火）、23日（火）、2009年度第７、８回オープンセミナー
を開催しました。
　第７回は、国際協力機構（JICA）アフガニスタン事務
所長である花里信彦同センター客員教授が、JICA が進め
るカブール首都圏の開発と農業・農村開発の２つの事業を
中心に、現状と可能性について講演しました。約30名の参
加者は、安全確保などまだまだ厳しい状況下で困難を乗り
越えて着実に進んでいる国際協力の意義と役割を痛感した

様子でした。
　第８回は、カンボジア王立農業大学（RUA）研究助手
であるチム・チャイ同センター客員研究員が、RUA と同
センターが連携して行っている酒の品質改良について研究
発表しました。カンボジアで造られる米焼酎の伝統的技術
がポルポト政権による大量虐殺のため継承されず、品質が
低下した状態にあることなどを紹介し、現在、商品登録の
段階まで来たことを報告しました。参加者の中には、昨年
11月に行われたカンボジアでの海外研修に参加した農学部

の学生が多数おり、活発な
討論が行われました。

　附属図書館は、３月23日（火）、同館２階において、大韓
出版文化協会からの韓国語図書の寄贈式を挙行しました。
　寄贈式には、濵口総長をはじめ、山本副総長、松浦附属
図書館長ら本学関係者及び李泰雨駐名古屋大韓民国総領
事、李相燮同領事、崔哲豪同領事が列席し、李総領事から
総長へ、317冊の韓国語図書の目録が、また、総長から李

総領事へ寄贈に対する感謝状が手渡されました。
　韓国の出版社で組織される大韓出版文化協会は、1990年
から、外国からの韓国への知的ニーズに対応することを目
的として韓国語図書の海外普及事業を推進しており、毎
年、約20カ国へ図書の支援をしています。今回は、李総領
事の推薦により、本学が、中部圏における韓国学の研究拠
点として選ばれ、実現しました。
　図書は、文学、法学、経済学、言語学、メディア、情報
技術関連と広範な分野にわたり、姜東局法学研究科准教授
ら韓国人教員４名が図書の選定にあたりました。
　本学は国際化拠点整備事業（グローバル30）に採択され
るなど国際化拠点としての期待が各方面から寄せられてお
り、同館としては、今回寄贈された図書を、今後の韓国学
ネットワークの形成、韓国及び東アジアに関する教育 ･ 研
究のために活用する予定です。
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講演する花里客員教授 説明するチャイ客員研究員

李総領事（左）から目録を受け取る総長（右）

部
局
ニ
ュ
ー
ス

ICCAE第７、８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

大韓出版文化協会からの韓国語図書の寄贈式を挙行
●附属図書館



　博物館は、２月５日（金）、３月19日（金）の２回にわたり、
同館２階展示室において、第31回博物館コンサートを開催
しました。
　博物館では、2001年より Nagoya University Museum 
Concert の頭文字を取って“NUMCo ＝なむこ＝名・夢・来”
という愛称でコンサートを開いています。高名な建築家で

ある谷口吉郎氏により設計された同館展示室（古川ホール）
は、吹き抜けの大空間や三角形が連なった折り板屋根の天
井などが、展示だけではなく、コンサートホールとしても
適している上、出演者と観客の距離がたいへん近いことか
ら客席と一体感が生まれるつくりになっています。
　今回は、「早春の音楽会Ⅰ、Ⅱ」と題し、弦楽四重奏の
カルテット フリーセントとソプラノ歌手の本田美香さん
を迎え、２月５日に行われたⅠでは、マスカーニ オペラ

「カヴァレリア・ルスティカーナ」などのイタリア音楽、
３月19日に行われたⅡでは、パーセル セミ・オペラ《アー
サー王》より「もっとも美しい島」などバロック音楽を中
心としたコンサートが、約１時間にわたり行われ、会場に
響き渡る歌声に、250名の聴衆が魅了されました。

　博物館は、２月27日（土）、28日（日）の２日間、第４回地
球教室「鉱物をさがそう！」を開催しました。地球教室は、
次世代教育の基幹事業として、名古屋市科学館との共催に
より、小・中学生とその保護者を対象に実施しているもの
で、今回は243名の応募の中から、抽選で選ばれた32名が
参加しました。

　１日目は、博物館講義室において、事前学習として、実
際の鉱物試料を使って、硬度や劈開という鉱物の特定の面
に沿って分かれる性質について学び、チーム対抗の鉱物鑑
定試験を行いました。
　２日目は、愛知県幡豆町の採石場を訪ね、前日の学習を
もとに、鉱物を採集しました。この地域は、砂質片麻岩と
そこに貫入する流紋岩質貫入岩が露出しており、石英や長
石など一般的な鉱物とともに、電気石やザクロ石が採取で
きます。参加者は、室内での学習を発展させた野外での観
察眼を問われましたが、難なく目的の鉱物を手にすること
ができました。
　当日は、チリで発生した地震による津波の影響が懸念さ
れたため、急遽予定を変更して、博物館に戻って、採集し
た鉱物を使いオブジェ作りを行いました。充実した内容に
加え、地球の裏側で起きた地震がスケジュールに影響を及
ぼすという偶然も重なって印象深い催しとなり、好評のう
ちに終了しました。
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コンサートの様子

鉱物を採集する参加者

部
局
ニ
ュ
ー
ス

第31回博物館コンサートを開催
●博物館

第４回地球教室「鉱物をさがそう !」を開催
●博物館
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新名誉教授のことば

　1983年に留学先の米国から赴任して、27年間名古屋

大学にお世話になりました。還暦を機会に、名城大学

で教育研究の新展開をはかることにしました。大学院

生を終えるまで九州で過ごしましたので、こんなにも

長く名古屋で暮らすとは思ってもいませんでした。

　1968年、私は九州大学の 1 年生でした。入学した

２ヵ月後に、大学構内の建設中の大型計算機センター

に米軍のファントム機が墜落・炎上しました。これを

きっかけに自分自身と社会との関わりを考えるように

なりました。ベトナム戦争、公害問題、様々な問題が

渦巻いていました。ベトナム反戦のデモを行い、水

俣病裁判の傍聴に通い、洞海湾や瀬戸内海の汚染調

査に加わり、三井三池のCO裁判の支援に関わるな

ど、様々な活動を経験しました。この頃の私にとって

の「大学」は、大学を超えた教員や学生との交流、さ

らには街の中での多くの人びととの出会いの中にあり

ました。こうした体験が私自身にとっての教養教育で

あったと思います。

　1997年に教授になってからは、教養教育との関わり

が大きくなりました。2002年からは教養教育院教授、

2003年 1 月から 2年間は高等教育研究センター長を経

験して、様々の分野の教員や学生の方々と仕事をする

機会があり、教養教育のすばらしさを再確認しました。

教養教育を全て教員が等しく担う名大方式は、総合大

学の名古屋大学だからこそ実現できました。今、教養

教育の重要性が見直されています。名古屋大学の教養

教育がこれからも発展していくことを願っています。

　昭和60年 ４ 月に名古屋大学に赴任してから25年間が

あっという間に経過しました。この間、文学部、国際

開発研究科（協力講座）、文学研究科、環境学研究科

の教員として、専門の地形学の研究・教育のほか、バ

ングラデシュのサイクロン災害、インドネシアの津波

災害などともかかわって、沖積平野や海岸平野の自然

環境と人々の暮らしについて研究を進めてまいりま

した。

　また、平成18年度から 3年間、日本学術振興会のア

ジアアフリカ学術基盤形成事業でプロジェクトリー

ダーを務め、名古屋大学を中心とする日本の研究者と

タイ、ベトナム、インドネシア、バングラデシュ等の

研究者達と地域特性にもとづく熱帯アジア臨海域の自

然災害軽減に関わる共同研究、セミナー等の実施をお

こない、海岸域の地形環境と自然災害に関するさまざ

まな研究交流を深めることができました。これも多く

の方々の協力・支援の賜物と感謝しています。

　平野や海岸域は多くの人々の居住の場でもあり、単

に自然科学的な問題ばかりではなく、人々の生活と関

わるさまざまな問題を考えなくてはならない場所で

す。このような場所に関して、文学部では考古学など

との連携のもとに、環境学研究科においては文理融合

という観点で、多くの方々と一緒に活動を行うこと

ができたことが大きな喜びでもあります。最後にな

りましたが、名誉教授の称号を頂いたことを感謝し、

名古屋大学の今後の更なる発展を心より祈念いたし

ます。

私自身の大学　1968／2010

黒田　光太郎　　大学院工学研究科教授

平野の地形環境と共に25年

海津　正倫　　大学院環境学研究科教授

（原文のまま掲載しています）



大学間学術交流協定
日付 国／地域 訪問者 目　的

１月28日 英国 ノティンガム大学より楊学長、彭夫人、
米山フェロー 日本の大学における教育・研究状況の把握及び意見交換

２月４日 ウズベキスタン カラマトフ駐日ウズベキスタン大使 大使就任のあいさつ及びウズベキスタンからの留学生等との意見交換

２月５日 エチオピア エチオピア連邦民主共和国よりデゥラネ
特命全権大使 エチオピアからの留学生の状況把握及び学生交流に関する意見交換

３月16日 モンゴル モンゴル科学技術大学ダムディンスレン
学長、バドバヤル副学長 本学とモンゴル科学技術大学との学術交流協定締結後の意見交換

３月30日 タイ カセサート大学よりタップティムトォン
国際部長ほか８名 本学の国際戦略等についてのレクチャー及び意見交換

３月30日 オーストラリア マッコーリー大学よりトロットマン副学
長、テーラー国際部長 表敬あいさつ

４月６日 中国 南開大学より饒学長ほか７名 表敬あいさつ

４月13日 ベトナム ハノイ工科大学よりザン学長他２名 表敬あいさつ

大学間学術交流協定
締結日 地域／国名 大学／研究機関名

４月15日 中国（香港） 香港中文大学

部局間学術交流協定
締結日 地域／国名 大学／研究機関名 部局名

１月21日 ロシア モスクワ大学化学研究科 大学院環境学研究科

３月８日 バングラデシュ ダッカ大学社会科学院 大学院国際開発研究科

３月19日 中国 海南大学法学院 大学院法学研究科

実施日 研修名 目　的 参加人数

３月４日（木）、５日（金） 平成21年度事務系職員の人事評価に係る
評価者研修（評価技術）

期末の評価に当たり、事例演習を中心とした研修を実施
することにより、人事評価技術のスキルアップを図ると
ともに、客観的で公正な評価を行うためのポイントを再
確認する。

50名
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名大を表敬訪問された方々［平成22年１月16日～４月15日］

新たに締結した学術交流協定［平成22年１月16日～４月15日］

構成員を対象とした研修［平成22年２月16日～４月15日］



専門分野：理論経済学
〈略歴〉
昭和55年10月 東京都立大学助手（経済学部）
昭和56年４月 神戸商科大学専任講師
昭和57年４月 神戸商科大学助教授
昭和59年４月 名古屋市立大学助教授（経済学部）
平成３年４月 名古屋市立大学教授（経済学部）
平成11年４月 名古屋大学教授（経済学部）
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院経済学研究科）
平成15年４月 名古屋大学評議員
平成16年４月 名古屋大学大学院経済学研究科副研究科長
平成20年４月 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成20年４月 名古屋大学大学院経済学研究科副研究科長
平成22年４月 名古屋大学大学院経済学研究科長・経済学部長

専門分野：人間形成学領域（教育科学専攻）
〈略歴〉
昭和57年４月 市邨学園短期大学講師
昭和60年４月 市邨学園短期大学助教授
昭和62年４月 名古屋大学助教授（教育学部）
平成10年４月 名古屋大学教授（教育学部）
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院教育発達科学研究科）
平成16年４月 名古屋大学総長補佐（国際連携担当）
平成16年９月 名古屋大学国際学術コンソーシアム推進室長
平成17年７月 名古屋大学国際企画室長
平成18年４月 名古屋大学国際交流協力推進本部・国際企画室長
平成20年４月 名古屋大学大学院教育発達科学研究科副研究科長
平成20年４月 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成22年４月 名古屋大学大学院教育発達科学研究科長・教育学部長

専門分野：日本近代史
〈略歴〉
昭和54年４月 京都大学助手（人文科学研究所）
昭和63年４月 立命館大学助教授（文学部）
平成６年４月 名古屋大学助教授（文学部）
平成10年４月 名古屋大学教授（文学部）
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院文学研究科）
平成18年４月 名古屋大学大学文書資料室長
平成20年４月 名古屋大学大学院文学研究科副研究科長
平成22年４月 名古屋大学大学院文学研究科長・文学部長

専門分野：ベトナム法、比較法文化論
〈略歴〉
昭和54年５月 名古屋大学助手（法学部）
昭和58年１月 名古屋大学講師（法学部）
昭和59年４月 岡山大学助教授（教養部）
平成４年４月 名古屋大学教授（大学院国際開発研究科）
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院法学研究科）
平成14年４月 名古屋大学教授（法政国際教育協力研究センター）
平成18年４月 名古屋大学教授（大学院法学研究科）
平成18年４月 名古屋大学法政国際教育協力研究センター長
平成22年４月 名古屋大学大学院法学研究科長・法学部長

専門分野：学校情報学領域（教育科学専攻）
〈略歴〉
昭和54年４月 長崎大学助手（教育学部）
昭和61年11月 長崎大学講師（教育学部）
平成元年４月 名古屋大学助教授（教育学部）
平成11年４月 名古屋大学教授（教育学部）
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院教育発達科学研究科）
平成19年４月 名古屋大学大学院教育発達科学研究科副研究科長
平成22年４月 名古屋大学教育学部附属中学校・高等学校長

専門分野：心理学（社会環境学専攻）
〈略歴〉
昭和57年４月 奈良女子大学助手（文学部）
平成元年10月 愛知県立芸術大学講師
平成５年４月 愛知県立芸術大学助教授
平成７年４月 名古屋大学助教授（情報文化学部）
平成10年６月 名古屋大学教授（情報文化学部）
平成13年４月 名古屋大学教授（大学院環境学研究科）
平成22年４月 名古屋大学情報文化学部長
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新任部局長等の紹介

●大学院文学研究科長・文学部長

羽賀　祥二
（はが　しょうじ）

●大学院経済学研究科長・経済学部長

多和田　眞
（たわだ　まこと）

●大学院教育発達科学研究科長・教育学部長

早川　操
（はやかわ　みさお）

●大学院法学研究科長・法学部長

鮎京　正訓
（あいきょう　まさのり）

●教育学部附属中学校・高等学校長

大谷　尚
（おおたに　たかし）

●情報文化学部長

川口　潤
（かわぐち　じゅん）



専門分野：材料加工 ･ 処理、構造・機能材料、
　　　　　表面界面物性

〈略歴〉
昭和51年10月 東京大学助手（工学部）
昭和62年３月 東京大学講師（工学部）
昭和62年４月 関東学院大学専任講師（工学部）
昭和63年４月 関東学院大学助教授（工学部）
平成４年４月 名古屋大学教授（工学部）
平成９年４月 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成14年４月 名古屋大学教授（理工科学総合研究センター）
平成16年４月 名古屋大学教授（エコトピア科学研究機構）
平成16年４月 名古屋大学エコトピア科学研究機構副機構長
平成17年４月 名古屋大学教授（エコトピア科学研究所）
平成17年４月 名古屋大学エコトピア科学研究所副所長
平成21年４月 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成22年４月 名古屋大学エコトピア科学研究所長

専門分野：ドイツ語学、音声学
〈略歴〉
昭和54年10月 長崎大学講師（教養部）
昭和59年７月 長崎大学助教授（教養部）
昭和61年10月 名古屋大学助教授（総合言語センター）
平成３年４月 名古屋大学助教授（言語文化部）
平成15年４月 名古屋大学助教授（大学院国際開発研究科）
平成15年７月 名古屋大学教授（大学院国際開発研究科）
平成22年４月 名古屋大学大学院国際開発研究科長

専門分野：電力機器材料、エネルギーシステム
　　　　　（電子情報システム専攻）

〈略歴〉
昭和53年４月 名古屋大学助手（工学部）
昭和62年12月 名古屋大学講師（工学部）
平成元年３月 名古屋大学助教授（工学部）
平成７年４月 名古屋大学教授（理工科学総合研究センター）
平成13年12月 名古屋大学総長補佐（産学連携担当）
平成14年４月 名古屋大学総長補佐（産学官連携担当）
平成15年４月 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成15年４月 名古屋大学総長補佐（産学官連携担当）
平成18年４月 名古屋大学大学院工学研究科副研究科長
平成19年４月 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成19年４月 名古屋大学大学院工学研究科附属プラズマナノ工学 

研究センター長
平成22年４月 名古屋大学大学院工学研究科長・工学部長

専門分野：知能メディア工学（メディア科学専攻）
〈略歴〉
昭和50年４月 労働福祉事業団労災義肢センター技手補
昭和59年６月 労働福祉事業団労災義肢センター主席研究員
昭和61年４月 名古屋大学講師（工学部）
平成元年３月 名古屋大学助教授（工学部）
平成６年４月 名古屋大学教授（工学部）
平成９年４月 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成12年５月 名古屋大学教授（情報メディア教育センター）
平成14年４月 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成15年４月 名古屋大学教授（大学院情報科学研究科）
平成16年４月 名古屋大学大学院情報科学研究科副研究科長
平成19年４月 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成22年４月 名古屋大学大学院情報科学研究科長

専門分野：流体力学
〈略歴〉
昭和59年７月 東京大学助手（理学部）
昭和63年９月 カリフォルニア大学サンディエゴ校客員研究員
平成元年３月 ロスアラモス国立研究所研究員
平成３年７月 英国国立大気研究所研究員
平成５年８月 コロラド大学ボールダー校講師
平成７年４月 名古屋大学教授（大学院多元数理科学研究科）
平成18年４月 名古屋大学大学院多元数理科学研究科副研究科長
平成20年４月 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成22年４月 名古屋大学大学院多元数理科学研究科長

専門分野：体育学、スポーツバイオメカニクス
〈略歴〉
昭和50年５月 名古屋大学文部技官（総合保健体育科学センター）
昭和54年４月 名古屋大学助手（総合保健体育科学センター）
昭和56年４月 名古屋大学講師（総合保健体育科学センター）
昭和63年１月 名古屋大学助教授（総合保健体育科学センター）
平成９年４月 名古屋大学教授（総合保健体育科学センター）
平成21年４月 名古屋大学総合保健体育科学センター副センター長
平成22年４月 名古屋大学総合保健体育科学センター長
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新任部局長等の紹介
●大学院工学研究科長・工学部長

鈴置　保雄
（すずおき　やすお）

●エコトピア科学研究所長

高井　治
（たかい　おさむ）

●大学院国際開発研究科長

成田　克史
（なりた　かつふみ）

●大学院情報科学研究科長

大西　昇
（おおにし　のぼる）

●大学院多元数理科学研究科長

木村　芳文
（きむら　よしふみ）

●総合保健体育科学センター長

池上　康男
（いけがみ　やすお）



専門分野：環境地質学
〈略歴〉
昭和61年４月 動力炉・核燃料開発事業団研究員
平成２年２月 動力炉・核燃料開発事業団副主任研究員
平成10年10月 核燃料サイクル開発機構（旧動燃）主任研究員
平成12年10月 名古屋大学助教授（博物館）
平成19年４月 名古屋大学准教授（博物館）
平成22年１月 名古屋大学教授（博物館）
平成22年４月 名古屋大学博物館長

専門分野：素粒子論
〈略歴〉
平成６年４月 高エネルギー物理学研究所助手（物理研究部）
平成８年12月 東北大学助教授（大学院理学研究科）
平成19年４月 名古屋大学教授（大学院理学研究科）
平成22年４月 名古屋大学教授（基礎理論研究センター）
 名古屋大学基礎理論研究センター長

専門分野：素粒子理論
〈略歴〉
昭和42年４月 名古屋大学助手（理学部）
昭和45年５月 京都大学助手（理学部）
昭和51年４月 東京大学助教授（原子核研究所）
昭和55年４月 京都大学教授（基礎物理学研究所）
平成２年11月 京都大学教授（理学部）
平成７年４月 京都大学教授（大学院理学研究科）
平成７年４月 京都大学評議員
平成９年１月 京都大学教授（基礎物理学研究所）
平成９年４月 京都大学基礎物理学研究所長
平成15年４月 京都産業大学教授（理学部）
平成16年10月 京都産業大学研究機構長
平成19年10月 名古屋大学特別招へい教授
平成21年３月 名古屋大学特別教授
平成22年４月 名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長

専門分野：行政法
〈略歴〉
昭和58年４月 名古屋大学助手（法学部）
昭和59年４月 名古屋大学助教授（法学部）
平成３年４月 名古屋大学教授（法学部）
平成11年４月 名古屋大学教授（大学院法学研究科）
平成16年４月 名古屋大学総長補佐（法人化法規担当）
平成17年４月 名古屋大学総長補佐（法人化担当）
平成18年４月 名古屋大学総長補佐（法人法規・個人情報管理担当）
平成19年４月 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成19年４月 名古屋大学大学院法学研究科副研究科長
平成21年４月 名古屋大学総長補佐（人事労務・人権（苦情処理）担当）
平成22年４月 名古屋大学法政国際教育協力研究センター長

専門分野：素粒子物理学実験
〈略歴〉
平成６年９月 高エネルギー物理学研究所助手（物理研究部）
平成11年４月 総合研究大学院大学助手（数物科学研究科）併任
平成14年４月 名古屋大学助教授（大学院理学研究科）
平成19年４月 名古屋大学准教授（大学院理学研究科）
平成22年３月 名古屋大学教授（大学院理学研究科）
平成22年４月 名古屋大学教授（現象解析研究センター）
 名古屋大学現象解析研究センター長

専門分野：日本近世史
〈略歴〉
平成３年10月 鳥取大学講師（教養学部）
平成６年10月 鳥取大学助教授（教養部）
平成７年４月 鳥取大学助教授（教育学部）
平成11年４月 鳥取大学助教授（教育地域科学部）
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院文学研究科）
平成22年４月 名古屋大学大学文書資料室長
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新任部局長等の紹介
●素粒子宇宙起源研究機構長

益川　敏英
（ますかわ　としひで）

●博物館長

吉田　英一
（よしだ　ひでかず）

●基礎理論研究センター長

棚橋　誠治
（たなばし　まさはる）

●法政国際教育協力研究センター長

市橋　克哉
（いちはし　かつや）

●現象解析研究センター長

飯嶋　徹
（いいじま　とおる）

●大学文書資料室長

池内　敏
（いけうち　さとし）



〈略歴〉
昭和54年５月　東京大学経理部給与課
昭和61年４月　文部省大臣官房政策課情報処理室
平成２年10月　文部省大臣官房政策課情報処理室開発第一係主任
平成３年４月　文部省初等中等教育局教科書課調査係長
平成９年４月　富山医科薬科大学総務部庶務課長
平成11年４月　広島大学経理部経理課長
平成13年４月　文部科学省大臣官房政策課情報化推進室室長補佐
平成15年４月　東京外国語大学総務課長
平成18年４月　放送大学総務部情報システム課長
平成21年４月　東京大学本部情報化推進グループ長
平成22年４月　名古屋大学情報推進部長

〈略歴〉
昭和59年４月　日本学術振興会事業部人物交流課
平成３年４月　文部省学術国際局研究機関課共同利用係主任
平成４年４月　文部省学術国際局国際企画課教育文化交流室海外協力係長
平成６年４月　日本学術会議事務局学術部情報国際課国際会議係長
平成８年４月　文部省学術国際局学術情報課庶務・学会係長
平成９年11月　金沢大学庶務部国際交流課長
平成12年４月　高エネルギー加速器研究機構国際研究協力部国際交流課長
平成13年７月　文部科学省国際統括官付ユネスコ協力官
平成15年４月　文部科学省大臣官房国際課国際協力政策室海外協力官
平成17年６月　文化庁文化財部伝統文化課課長補佐
平成20年４月　神戸大学研究推進部長（兼）国際部長
平成22年４月　名古屋大学国際部長
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新任部局長等の紹介
●情報推進部長

櫻井　清隆
（さくらい　きよたか）

●国際部長

勝平　宏
（かつひら　ひろし）



役員等
総長 濵口　道成 副総長（評価・総合企画関係担当） 松下　裕秀
理事（国際学生交流・産学官・社会連携関係担当）・副総長 宮田　隆司（学外） 監事 青木　輝行（学外）
理事（広報・法務・リスク管理・大学間連携関係担当）・副総長 佐分　晴夫 監事 浅野　良裕（学外）†
理事（総務・入試・学生支援関係担当）・副総長 杉山　寛行 参与 金田　　新（学外）†
理事（教育・情報関係担当）・副総長 山本　一良 参与 中村　利雄（学外）†
理事（公正研究・施設設備・環境安全・人権関係担当）・副総長 藤井　良一 参与 山田　　直（学外）†
理事（財務・人事労務・事務総括関係担当）・事務局長 高橋　　誠 参与 林　　光佑（学外）†
理事（産学連携関係担当（関東地区担当）） 横田　　昭（学外）† 参与 伊藤　勝基（学外）†
副総長（病院経営関係担当） 松尾　清一 参与 出村　祥雄（学外）†
副総長（研究・国際企画関係担当） 渡辺　芳人 参与 片岡　大造（学外）†

†印は非常勤

経営協議会委員
学外委員

トヨタ自動車株式会社代表取締役副社長 内山田竹志
学習院大学経済学部教授 奥村　洋彦
中部電力株式会社代表取締役会長 川口　文夫
情報・システム研究機構理事 郷　　通子
株式会社中日新聞社常務取締役 坂井　克彦
東レ株式会社代表取締役社長 榊原　定征
愛知県立大学長 佐々木雄太
日本ガイシ株式会社代表取締役会長 柴田　昌治
愛知県病院事業庁長（愛知県がんセンター総長） 二村　雄次
伊藤忠商事株式会社取締役相談役 丹羽宇一郎

（五十音順）

学内委員

総長 濵口　道成
理事 宮田　隆司
理事 佐分　晴夫
理事 杉山　寛行
理事 山本　一良
理事 藤井　良一
理事 高橋　　誠
副総長・医学部附属病院長 松尾　清一
副総長 渡辺　芳人
副総長 松下　裕秀

教育研究評議会評議員
総長 濵口　道成
理事 佐分　晴夫
理事 杉山　寛行
理事 藤井　良一
文学研究科長 羽賀　祥二
教育発達科学研究科長 早川　　操
法学研究科長 鮎京　正訓
経済学研究科長 多和田　眞
情報文化学部長 川口　　潤
理学研究科長 國枝　秀世
医学系研究科長 祖父江　元
工学研究科長 鈴置　保雄
生命農学研究科長 服部　重昭
国際開発研究科長 成田　克史
多元数理科学研究科長 木村　芳文
国際言語文化研究科長 前野みち子
環境学研究科長 山口　　靖
情報科学研究科長 大西　　昇
環境医学研究所長 村田　善晴
太陽地球環境研究所長 松見　　豊
エコトピア科学研究所長 高井　　治
附属図書館長 松浦　好治

医学部附属病院長 松尾　清一
総合保健体育科学センター長 池上　康男
文学研究科 町田　　健
教育発達科学研究科 金井　篤子
法学研究科 小林　　量
経済学研究科 木村　彰吾
理学研究科 松本　邦弘
医学系研究科 榊原　久孝
工学研究科 田中　英一
生命農学研究科 坂神　洋次
国際開発研究科 藤川　清史
多元数理科学研究科 金井　雅彦
国際言語文化研究科 藤井たぎる
環境学研究科 溝口　常俊
情報科学研究科 神保　雅一
教育研究共同施設連合選出 石田　幸男
教育研究共同施設連合選出 巽　　和行
教育研究評議会選出 植田　健男
教育研究評議会選出 小野　耕二
教育研究評議会選出 髙橋　雅英
教育研究評議会選出 和田　壽弘
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総長補佐
産学官連携担当、研究推進担当 馬場　嘉信

産学官連携担当 水野　正明

社会連携・社会貢献担当 家森　信善

法務担当 本間　靖規

創薬科学担当 門松　健治

入試担当 佐久間淳一

教育担当 戸田山和久

施設整備担当 谷口　　元

労働安全担当 村田　静昭

研究・教育支援担当 中村　新男

人権 ( 苦情処理 ) 担当 丸山絵美子

男女共同参画担当 束村　博子

人権担当 池田　素子

人事労務担当 市橋　克哉

財務担当 寺﨑　浩子

鶴舞地区、評価担当 植村　和正

国際化拠点整備担当 遠藤斗志也

評価担当 木俣　元一

部局長等
本部

　事務局 事務局長 高橋　　誠

　総務部 総務部長 茶畠　　豊
総務課長 亀原　正美
基金推進主幹 三輪　　康
人事労務課長 宮川　　勉
福祉主幹 森田　洋子

　財務部 財務部長 西川　　泉
財務課長 廣岡　信行
財務調整主幹 加藤　博文
経理・資産管理課長 山口　正博
契約課長 土井　　悟

　研究協力部 研究協力部長 井深　順二
研究支援課長 中塚　淳子
社会連携課長 鈴木　慰人

　国際部 国際部長 勝平　　宏
国際企画課長 堀尾　多香
国際連携主幹 合田由美子
国際学生交流課長 出口　秀典

　施設管理部 施設管理部長 奥村　滋夫
施設企画課長 虹釜　幸広
施設整備課長 吉村　元晴
施設管理課長 河地　龍三
環境安全支援課長 伊藤　福正

　学務部 学務部長 安田　　修
学務企画課長 丸岡　　充
教養教育院事務主幹 髙下　一磨
学生総合支援課長 長尾　義則
入試課長 田上　　隆

運営支援組織 産学官連携推進本部長 宮田　隆司
国際交流協力推進本部長 渡辺　芳人
情報連携統括本部長 山本　一良
情報推進部長 櫻井　清隆
情報推進課長 浦部　和久
情報基盤課長 瀬川　午直
環境安全衛生推進本部長 藤井　良一
施設計画推進室長 谷口　　元
環境安全衛生管理室長 村田　静昭
核燃料管理施設長 榎田　洋一
評価企画室長 松下　裕秀
ハラスメント相談センター長 石黒　　洋
社会連携推進室長 家森　信善
災害対策室長 鈴木　康弘
国際学術コンソーシアム推進室長 渡辺　芳人
男女共同参画室長 束村　博子
法務室長 本間　靖規
広報室長 渡辺　芳人
リスク管理室長 佐分　晴夫
総合企画室長 松下　裕秀
総合企画室主幹 大矢　淳一
研究推進室長 馬場　嘉信

監査室 監査室長 佐分　晴夫
監査室主幹 斉藤　　肇

教養教育院 教養教育院長 山本　一良

高等研究院 高等研究院長 近藤　孝男

文学部・文学研究科 文学研究科長・文学部長 羽賀　祥二
附属日本近現代文化研究センター長 齋藤　文俊

教育学部・教育発達
科学研究科

教育発達科学研究科長・教育学部長 早川　　操
附属中学校長 大谷　　尚
附属高等学校長 大谷　　尚

法学部・法学研究科 法学研究科長・法学部長 鮎京　正訓
附属法情報研究センター長 松浦　好治
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経済学部・経済学 
研究科

経済学研究科長・経済学部長 多和田　眞
附属国際経済政策研究センター長 金井　雄一

文系事務部 事務部長 服部　幸博
総務課長 野村　重信
経理課長 河本　達吾
教務課長 杉浦　克博

情報文化学部 情報文化学部長 川口　　潤
情報文化学部・情報科学研究科事務長 辻　　芳樹

理学部・理学研究科 理学研究科長・理学部長 國枝　秀世
附属臨海実験所長 澤田　　均
附属南半球宇宙観測研究センター長 福井　康雄
附属構造生物学研究センター長 前田雄一郎
附属タウ・レプトン物理研究センター長 國枝　秀世
理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務長 伊藤　正彦

医学部・医学系 
研究科

医学系研究科長・医学部長 祖父江　元
附属医学教育研究支援センター長 髙橋　雅英
附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター長 髙橋　雅英
附属病院長 松尾　清一
大幸医療センター長 濵嶋　信之
医学部・医学系研究科事務部長 青山　正晴
総務課長 川村　　篤
人事労務主幹 桜井　雅憲
学務課長 西尾　直人
経営企画課長 後藤　隆文
経営分析主幹 永家　清考
経理課長 杉浦　良幸
施設管理主幹 祖父江信和
医事課長 長谷川浩一
医療サービス課長 中西　達公
大幸地区事務統括課長 齋藤　勝行

工学部・工学研究科 工学研究科長・工学部長 鈴置　保雄
附属プラズマナノ工学研究センター長 堀　　　勝
附属材料バックキャストテクノロジー研究センター長 石川　孝司
附属計算科学連携教育研究センター長 美宅　成樹
附属複合材工学研究センター長 上田　哲彦
附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター長 福田　敏男
工学部・工学研究科事務部長 岡田　　秀
総務課長 藤井　昭彦
社会連携主幹 山川　明美
経理課長 引字　勝美
教務課長 苗島　　実

農学部・生命農学 
研究科

生命農学研究科長・農学部長 服部　重昭
附属フィールド科学教育研究センター長
附属鳥類バイオサイエンス研究センター長 吉村　　崇
農学部・生命農学研究科事務長 虎澤　千惠

総合保健体育科学センター 総合保健体育科学センター長 池上　康男

素粒子宇宙起源研究機構 素粒子宇宙起源研究機構長 益川　敏英

国際開発研究科 国際開発研究科長 成田　克史

多元数理科学研究科 多元数理科学研究科長 木村　芳文

国際言語文化研究科 国際言語文化研究科長 前野みち子

環境学研究科 環境学研究科長 山口　　靖
附属地震火山・防災研究センター長 山岡　耕春
附属交通・都市国際研究センター長 林　　良嗣
環境学研究科・地球水循環研究センター事務長 谷口　哲也

情報科学研究科 情報科学研究科長 大西　　昇
附属組込みシステム研究センター長 高田　広章

環境医学研究所 環境医学研究所長 村田　善晴
附属近未来環境シミュレーションセンター長 澤田　　誠

太陽地球環境研究所 太陽地球環境研究所長 松見　　豊
附属ジオスペース研究センター長 荻野　瀧樹

エコトピア科学 
研究所

エコトピア科学研究所長 高井　　治
附属アジア資源循環研究センター長 長谷川達也

研究所事務部 事務部長 佐藤　重明
総務課長 松岡真一郎
経理課長 武田　　実

附属図書館 附属図書館長 松浦　好治
医学部分館長 大磯ユタカ
研究開発室長 松浦　好治
附属図書館事務部長 栃谷　泰文
情報管理課長 髙木　　昭
情報サービス課長 増田　晃一
情報システム課長 川添　真澄

全国共同利用施設 地球水循環研究センター長 上田　　博
情報基盤センター長 阿草　清滋

学内共同教育研究 
施設等

アイソトープ総合センター長 本間　道夫
遺伝子実験施設長 石浦　正寛
留学生センター長 石田　幸男
物質科学国際研究センター長 巽　　和行
高等教育研究センター長 木俣　元一
農学国際教育協力研究センター長 山内　　章
年代測定総合研究センター長 中村　俊夫
博物館長 吉田　英一
発達心理精神科学教育研究センター長 森田美弥子
法政国際教育協力研究センター長 市橋　克哉
生物機能開発利用研究センター長 松田　　幹
シンクロトロン光研究センター長 竹田　美和
基礎理論研究センター長 棚橋　誠治
現象解析研究センター長 飯嶋　　徹
大学文書資料室長 池内　　敏
学生相談総合センター長 杉山　寛行
留学生相談室長 松浦まち子

全学技術センター 全学技術センター長 藤井　良一
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記事 月日 新聞等名

1 柴田 玲医学系研究科特任講師、室原豊明同教授らの研究チーム 脂肪組織から分泌されるホルモンを静脈注射する
と急性心筋梗塞の病巣が縮小することをミニブタで確認

� 3.16（火） 中日（朝刊）

2 篠原久典理学研究科教授、宮田耕充物質科学国際研究センター助教ら シート状微小炭素物質のグラフェンを水素
を使わず安全、簡単に製造する技術を開発

� 3.16（火） 日刊工業

3 武田一哉情報科学研究科教授ら 従来の機能に加え、アクセルやブレーキ、ハンドル操作、運転中の運転手がどこに
注意を払っているかまで記録する次世代ドライブレコーダーを開発 2010年度から実用化に向けた実験を開始する

� 3.16（火） 朝日（朝刊）

4 草野完也太陽地球環境研究所教授らと京都大学の共同研究チーム スーパーコンピューターによる理論計算で太陽
嵐の再現に成功

� 3.16（火） 中日（朝刊）
他２社

5 愛知県内の地域医療連携をテーマにしたシンポジウム開催：14日 松尾清一医学部附属病院長が講演し、「医療の需
要を予測して計画を立て、連携で医療資源を有効に使うことが大切」と話す

� 3.16（火） 中日（朝刊）

6 名大サロンの主役：西原和久環境学研究科教授が「グローバル化と外国人農業研修生」と題して講演 � 3.16（火） 中日（朝刊）

7 現代日本誤百科（218）：お葉書「どしどし」お待ちしています 町田 健文学研究科教授 � 3.16（火） 中日（朝刊）

8 乳がん相談会開催：４月４日 澤木正孝医学系研究科特任講師が相談に応じる � 3.16（火） 中日（朝刊）

9 テニス東海学生チャレンジトーナメント大会：鈴木達也さん本学学生は男子シングルス準決勝で敗れる � 3.16（火） 読売

10 田所敬一環境学研究科准教授らの研究チームによる調査の結果、琉球海溝で最大マグニチュード８級の大地震が起
こる可能性があることがわかる

� 3.17（水） 朝日（朝刊）

11 レーザー：梅原徳次工学研究科教授は専門分野である表面性能を研究するトライポロジーに環境問題の流れなどか
ら「追い風を感じている」と語る

� 3.17（水） 日刊工業

12 現代日本誤百科（219）：「速攻で」行ってくる 町田 健文学研究科教授 � 3.17（水） 中日（朝刊）

13 日本数学コンクールフォローアップセミナー「数理ウェーブ」開催：20日 � 3.17（水） 中日（朝刊）

14 レーザー：福田敏男工学研究科教授は「留学生を増やせばいいというものでもない」と指摘し、「量より質」と強調
する

� 3.18（木） 日刊工業

15 第32回博物館コンサート「早春の音楽会Ⅱ（ソプラノ+弦楽四重奏）」開催：19日 � 3.18（木） 中日（朝刊）

16 現代日本誤百科（220）：人気「グルメをすべて食べ尽くす」 町田 健文学研究科教授 � 3.18（木） 中日（朝刊）

17 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

� 3.18（木） 中日（夕刊）

18 福井康雄理学研究科教授、河村晶子同准教授らの研究グループ 星団が生まれたあとでガス雲が破壊される現象を
観測 

� 3.19（金） 読売
中日（朝刊）

19 竹内恒夫環境学研究科教授の研究室が本学構内に小型家電の回収ボックスを設置、今月中旬までの２ヵ月間で約
200点が集まる

� 3.19（金） 読売

20 研究室探訪：「長者町」の再生を支援する村山顕人環境学研究科准教授の研究が紹介される � 3.19（金） 読売

21 本学はロックフェラー大学、理化学研究所との共同研究で「PRR」という３種類のたんぱく質が体内時計に関連す
る遺伝子の働きを抑えることを発見する

� 3.19（金） 日刊工業

22 中尾昭公医学系研究科教授が会頭を務める日本外科学会は第110回定期学術集会の市民参加者を募集する � 3.19（金）
� 3.20（土）

中日（朝刊）
読売

23 足立 守博物館長は名古屋大学博物館の歴史と活動の特色について語る � 3.19（金） 中日（夕刊）

24 中尾昭公医学系研究科教授は会頭を務める日本外科学会第110回定期学術集会の注目点や話題についてインタ
ビューを受ける

� 3.20（土） 読売

25 本学など国立７大学の総長と早稲田大学、慶應義塾大学の総長・塾長が連名で研究や人材育成の基盤強化を求める
緊急提言を政府や文部科学省に提出

� 3.20（土） 中日（朝刊）
他２社

26 「名古屋大学レクチャー2010 生命とは何か DNAから『からだ』ができるまで」開催：31日 � 3.20（土） 中日（朝刊）

27 老年学：みなさん お大事に 井口昭久本学名誉教授 � 3.20（土） 朝日（朝刊）

28 本学は愛知県勤労会館閉鎖に伴い、同会館が所蔵していた労働関連資料の一部を引き取る � 3.20（土） 中日（夕刊）

29 中日文化センター新講座：「大聖堂物語－ゴシックの建築と美術」木俣元一文学研究科教授 「西田幾多郎『善の研
究』を読む」宮原 勇文学研究科教授

� 3.20（土） 中日（夕刊）

30 本学は環境省、生物多様性科学国際協同プログラムと共に「生物多様性条約第10回締約国会議プレ・コンファレン
ス」を開催する：21、22日

� 3.22（月） 読売

31 寺﨑浩子医学系研究科教授は第104回日本眼科学会総会の総会長を務め、市民講座で取り上げられる緑内障と加齢
黄斑変性についてインタビューを受ける

� 3.22（月） 中日（朝刊）

32 本学で下宿用品の「リユース市」開催：27、28日 � 3.23（火） 中日（朝刊）

33 現代日本誤百科（222）：「技ありの」シュート 町田 健文学研究科教授 � 3.23（火） 中日（朝刊）

34 愛知県高校優勝野球名古屋地区１次予選：教育学部附属高等学校は緑丘商業高等学校に8-6、春日井西高等学校に
9-0で敗れる

� 3.23（火） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

35 本学は在名古屋韓国総領事館に「地域の韓国学研究の拠点」として選定され、大韓出版文化協会から韓国語図書317
冊の寄贈を受ける

� 3.24（水） 中日（朝刊）
他２社

36 訃報：河野恭廣本学名誉教授 � 3.24（水） 中日（朝刊）
他２社

37 臼井恵美子経済学研究科准教授はシキシマ学術・文化振興財団の研究助成対象者に選定される � 3.24（水） 中日（朝刊）

38 21、22日に本学で開催された「生物多様性条約第10回締約国会議プレ・コンファレンス」での議論を元に「名古屋
リポート」がまとめられる

� 3.24（水） 読売

39 現代日本誤百科（223）：見るべきか「見ないべき」か 町田 健文学研究科教授 � 3.24（水） 中日（朝刊）

40 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－」開催：
３月23日～７月10日

� 3.24（水） 朝日（夕刊）

41 本学は杉浦昌弘本学名誉教授、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター長 竹市雅俊氏、ハーバード大学教授 
岸 義人氏に特別教授の称号を授与する

� 3.25（木） 中日（朝刊）

42 現代日本誤百科（224）：剣道の「筋がある」 町田 健文学研究科教授 � 3.25（木） 中日（朝刊）

43 本学の卒業式が挙行される � 3.25（木）

� 3.26（金）

中日（夕刊）
毎日（夕刊）
読売

44 家森信善経済学研究科教授と林 希一郎エコトピア科学研究所教授は、今後中部経済がどのように発展すべきかを
語る

� 3.26（金） 日経（朝刊）

45 梅原徳次工学研究科教授はメカトロニクス技術高度化財団の研究助成対象者に選定される � 3.26（金） 日刊工業

46 朝日カルチャーセンター新講座：「祈りの哲学」宮原 勇文学研究科教授 � 3.26（金） 朝日（朝刊）

47 学務部学生総合支援課就職支援室は「中部の出身者が多いこともあり、地元の公務員や企業を志望する学生が多い」
と話す

� 3.27（土） 日経（朝刊）

48 竹内信仁経済学研究科教授は、東海３県の市町のなかに職員の退職給付金等にも補助を出す自治体があることに対
して「退職給付金は職員掛け金分だけで賄うよう改めるべきだ」と話す

� 3.28（日） 読売

49 国連地域開発センターセミナー「みんなの『名チャリ』奮闘記」開催：30日 竹内恒夫環境学研究科教授が講演 � 3.29（月） 中日（朝刊）

50 糸魚川淳二本学名誉教授はシンポジウム「生物多様性保全における拠点機関の役割」に参加し、「災害についても資
料を集め、分類し、発信する拠点が必要」と強調する

� 3.29（月） 中日（朝刊）

51 藤川清史国際開発研究科教授は日本アプライドリサーチ研究所とともに低炭素技術の需要増が個別産業の生産額や
雇用に与える影響を分析する

� 3.29（月） 日刊工業

52 現代日本誤百科（225）：新たな「歴史を刻む」 町田 健文学研究科教授 � 3.29（月） 中日（朝刊）

53 中尾昭公医学系研究科教授は「このままでは外科医がいなくなる」と外科医療の危機を訴える � 3.30（火） 読売

54 竹内恒夫環境学研究科教授は社会実験「名チャリプロジェクト」について「もの珍しさが受けて回を重ねるごとに
利用者が増える。行政も力を貸してくれるようになった」と話す

� 3.30（火） 読売

55 竹内恒夫環境学研究科教授は昨年の社会実験「名チャリプロジェクト」で失業者を雇用し自転車管理の仕事に就い
てもらったことをふまえ、「政府の温暖化対策は大企業が主役の話が目立つけれど、地域の雇用につながる対策も必
要でないか」と話す

� 3.30（火） 朝日（朝刊）

56 15日に開催された経営者＆総務担当対象セミナー「今、求められる環境経営」での佐野 充環境学研究科教授の講
演内容が紹介される

� 3.30（火） 朝日（朝刊）

57 ジョージ・スムート教授講演会「宇宙の誕生と歴史」開催：４月３日 杉山 直理学研究科教授が解説 � 3.30（火） 毎日（朝刊）

58 東山植物園で「キッズ ボタニカル・ラボ」開催：26日小俣達男生命農学研究科教授らが子どもたちの実験を指導 � 3.30（火） 中日（朝刊）

59 第42回国際化学オリンピック日本開催に向けて29日に開かれた「野依良治先生特別フォーラム」の内容が紹介され
る

� 3.30（火）

� 4.� 6（火）

中日（朝刊）
読売
中日（夕刊）

60 二井 晋工学研究科准教授が永井科学技術財団の財団賞学術賞を、宮﨑正也経済学研究科准教授が同奨励賞を受賞
する

� 3.30（火）
� 4.� 9（金）

日刊工業
中日（朝刊）

61 市民公開講座「C型肝炎を治そう」開催：５月８日 片野義明医学部附属病院講師が講演 � 3.31（水） 中日（朝刊）

62 髙井吉明工学研究科教授はリフレッシュ理科教室を小学校で開き、「小学生は男女を問わず、実験をやってみると理
科が大好きになる。高校生になって数式などがでてきても、実験の体験があると抵抗は少ない」と話す

� 3.31（水） 読売

63 現代日本誤百科（226）：「一目散に」寄ってきた 町田 健文学研究科教授 � 3.31（水） 中日（朝刊）

64 杉浦康夫医学系研究科教授は愛知県心身障害者コロニー総長に就任する � 3.31（水） 読売

65 ３月31日に開催された「名古屋大学レクチャー2010」での杉浦昌弘本学特別教授、竹市雅俊同教授の講演の様子が
紹介される

� 4.� 1（木） 中日（朝刊）

66 洪 繁医学部附属病院助教、後藤秀実医学系研究科教授と愛知県がんセンターの研究グループ 今まで再生しない臓
器とされてきた膵臓が治療によって再生が促されることを突き止める

� 4.� 1（木） 読売
他２社
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67 福田敏男工学研究科教授、中島正博同助教ら 体外受精や人工授精に使う新タイプの注射器を完成 � 4.� 1（木） 日刊工業

68 現代日本誤百科（227）：予測が「つかめない」 町田 健文学研究科教授 � 4.� 1（木） 中日（朝刊）

69 飯島澄男本学特別招へい教授は春の園遊会に招待される � 4.� 1（木） 中日（朝刊）

70 松見紀佳生命農学研究科准教授はリチウムイオン電池の性能を従来の10倍以上に高めることができ、燃えにくく安
全性も高い電解質を開発する

� 4.� 1（木）
� 4.� 2（金）

日刊工業
中日（朝刊）

71 杉浦伸一医学系研究科医療システム管理学寄附講座准教授は、重症の妊婦や新生児の搬送に際し、携帯電話の一斉
メールで受け入れ可能な施設を素早く探すシステムを開発する

� 4.� 2（金） 中日（夕刊）

72 「素粒子宇宙起源研究機構」が発足し、機構長に益川敏英本学特別教授が就任する � 4.� 2（金）

� 4.� 3（土）

中日（夕刊）
日経（夕刊）
朝日（朝刊）
読売

73 益川敏英本学特別教授の似顔絵が入った「勇気ある知識人 名大まんじゅう」が本学生協で売り出される � 4.� 2（金）

� 4.� 3（土）

中日（夕刊）
日経（夕刊）
朝日（朝刊）
読売

74 春名幹男本学特任教授は衆議院外務委員会で行われた「密約問題」をめぐる参考人質疑に出席し、意見陳述を行う � 4.� 3（土） 読売

75 現代日本誤百科（228）：「今現在」 町田 健文学研究科教授 � 4.� 5（月） 中日（朝刊）

76 春名幹男本学特任教授は日米の「密約」が公開された内幕を解説する � 4.� 5（月） 中日（夕刊）

77 本学の入学式が挙行される � 4.� 5（月）

� 4.� 6（火）

中日（夕刊）
朝日（夕刊）
読売

78 本学は独自開発した X線構造解析手法の製品化に向け、株式会社菱化システムと連携したと発表する � 4.� 6（火） 日刊工業
日経産業新聞

79 現代日本誤百科（229）：「スルーする」 町田 健文学研究科教授 � 4.� 6（火） 中日（朝刊）

80 本学留学生会は新入留学生のための生活用品バザーへの品物提供を呼びかける � 4.� 6（火） 中日（朝刊）

81 安川寿之輔本学名誉教授は著作「福沢諭吉のアジア認識」などで小説家 司馬遼太郎氏の史観を批判する � 4.� 6（火） 朝日（夕刊）

82 濵口総長は本学の業績、学風、目標について語る � 4.� 7（水） 中日（朝刊）

83 現代日本誤百科（230）：「負けず嫌い」 町田 健文学研究科教授 � 4.� 7（水） 中日（朝刊）

84 佐藤健一工学研究科教授、長谷川 浩同准教授らのグループは日本電信電話株式会社などと共同で、消費電力を電気
ルータの約20の１に低減できる低消費電力多階層光クロスコネクトノードを開発する

� 4.� 7（水） 中日（朝刊）
日刊工業

85 レーザー：益川敏英素粒子宇宙起源研究機構長は政府の科学技術事業の「仕分け」に苦言を呈する � 4.� 7（水） 日刊工業

86 中尾昭公医学系研究科教授は日本外科学会の市民公開講座で講演を行い、外科医志望者が減っていることを国民全
体で考える必要があると呼びかける

� 4.� 7（水） 中日（朝刊）

87 平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰：科学技術賞・研究部門 中野正樹工学研究科教授、堀 勝同教授、
野田利弘同教授、中井健太郎同助教、大森博司環境学研究科教授、小澤正直情報科学研究科教授、後藤俊夫本学名
誉教授／若手科学者賞 小田寛貴年代測定総合研究センター助教

� 4.� 7（水）
� 4.� 8（木）

朝日（朝刊）
読売

88 現代日本誤百科（231）：「一人で乱入」する 町田 健文学研究科教授 � 4.� 8（木） 中日（朝刊）

89 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の開幕にあたり、「歴史を振り返りながら外科の原
点に返って考えたい」と話す

� 4.� 8（木）
� 4.� 9（金）

中日（夕刊）
読売

90 防災減災：福和伸夫環境学研究科教授はハイチと日本の地震の比較をする � 4.� 9（金） 読売

91 医学部の外科の歴史を振り返る特別展示「名古屋大学の外科百四十年」開催：８～10日 � 4.� 9（金） 中日（朝刊）

92 本学と畜産草地研究所の調査により首都圏都市近郊のミツバチの大量死にダニの寄生が関わっていることが分かる � 4.10（土） 読売

93 「中部圏の金融」をテーマとしたシンポジウム開催：９日 参加した家森信善経済学研究科教授は「信用保証制度の
拡充が一昨年秋の金融危機以降、企業倒産の拡大防止につながった」と評価する一方で、「自力のない小規模企業に
対する金融機関のアドバイスが十分ではない」と指摘する

� 4.10（土） 中日（夕刊）

94 春名幹男本学特任教授は「核持ち込み密約文書」についてインタビューに答え、解説する � 4.11（日） 中日（朝刊）

95 バトミントン 東海大学選手権入れ替え戦（女子）：本学は3-1で中京大学に敗れる � 4.11（日） 中日（朝刊）

96 森 英樹本学名誉教授は改憲問題を巡る現状について解説する � 4.11（日） 朝日（朝刊）

97 訃報：山崎一雄本学名誉教授 � 4.12（月）
� 4.13（火）

中日（夕刊）
朝日（朝刊）
他３社

98 古希の名大 第４部 法人化の波紋（上）：国からの交付金等が減額される中、本学は地道なコスト削減や医療水準の
向上と増収を目指した附属病院経営、寄付金集め等の経営努力を重ねる

� 4.13（火） 日経（朝刊）
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99 上垣外正己工学研究科教授 モノマー配列の制御された高分子の合成に成功 � 4.13（火） 中日（朝刊）
読売

100 本学と名古屋工業大学、NTN 株式会社は共同で、一人の医師による脳血管カテーテル手術を支援する装置を開発する � 4.13（火） 日刊工業

101 林 衆治医学系研究科先端医療バイオロボティクス学寄附講座教授は「先端医療ヘルスケア推進財団」の代表理事を
務め、「新しい医療の展開を促進したい」と話す

� 4.13（火） 朝日（朝刊）

102 現代日本誤百科（232）：元気に走れる「姿」 町田 健文学研究科教授 � 4.13（火） 中日（朝刊）

103 バスケット 東海学生大会：本学は81-73で皇學館大学に勝利する � 4.13（火） 朝日（朝刊）

104 陸上 東海学生春季大会：村西研郎さん本学学生（5000メートル１位）、飯塚彬光さん本学学生（3000メートル障害
１位）、鈴木亜由子さん本学学生（1500メートル１位）、垣津奈美さん本学学生（5000メートル１位）

� 4.13（火） 朝日（朝刊）

105 ハンドボール 東海学生リーグ：本学は34-23で大同大学に敗れる � 4.13（火） 中日（朝刊）

106 光田奈央さん本学学生は「春姫道中」の第16代春姫として名古屋市長を表敬訪問する � 4.13（火）
� 4.14（水）

読売
朝日（朝刊）

107 古希の名大 第４部 法人化の波紋（中）：本学の教員は外部資金の獲得を目指し奔走する � 4.14（水） 日経（朝刊）

108 現代日本誤百科（233）：味は「絶品」 町田 健文学研究科教授 � 4.14（水） 中日（朝刊）

109 福和伸夫環境学研究科教授は東海テレビ放送番組審議会委員に再任される � 4.14（水） 中日（朝刊）

110 的場正美教育発達科学研究科教授は中京テレビ放送番組審議会委員留任となる � 4.14（水） 読売

111 井口昭久本学名誉教授は「メンタルケア・スペシャリスト養成講座」の講師を務める � 4.14（水） 中日（朝刊）

112 レーザー：野依良治本学特別教授は「運動でのオリンピックと同様、科学者だけでなく一般の人にも希望をあたえ
てほしい」と国際化学オリンピック日本代表の若者に期待する

� 4.14（水） 日刊工業

113 本学はトムソン・ロイターの論文引用動向による研究機関ランキングで国内６位、世界で110位となる � 4.14（水） 日刊工業
他３社

114 古希の名大 第４部 法人化の波紋（下）：濵口総長は大学の法人化をめぐる本学の現状と課題、目標についてインタ
ビューを受ける

� 4.15（木） 日経（朝刊）

115 現代日本誤百科（234）：確実だと「受け止める」 町田 健文学研究科教授 � 4.15（木） 中日（朝刊）

116 本学で14日より朝日新聞寄附講座「現代環境学 ジャーナリズムから学ぶ」が始まる � 4.15（木） 朝日（朝刊）
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　附属図書館では、５月17日（月）から６月11日（金）まで（日曜日閉室）、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－」を開催しています。
　今年は、旧尾張国における政治的中心都市が、清洲（清須）から名古屋に移った「名
古屋開府・清洲越」から400年目に当たるとされています。その実態については様々
な議論がありますが、今回の展示では、尾張藩の城下町が名古屋に確定した後も、清
洲周辺の人々が、河川などの自然環境や時代の変化と向き合いながら、力強く地域の
生活と歴史を築いてきた事実に焦点を当てます。
　展示資料は、清洲の誕生と治水問題、宿場町としての清洲、江戸時代清洲の文化、
幕末の治安問題と清洲、清洲の地域イメージ生成などを柱としています。徳川義直宛
秀忠黒印状、織田信長への奉納和歌短冊、織田敏定画像（実成寺所蔵、名古屋市博物
館寄託）などの資料も展示します。
　また、５月29日（土）、13時から15時30
分まで、中央図書館５階多目的室におい
て、「近代史跡公園の成立－織田信長神
話と清洲公園－」と題した講演会を開催
します。
　みなさまのご来場をお待ちしております。

　博物館では、３月23日（火）から７月10日（土）まで（日・月曜日休館）、第13回特別
展「縄文のタイムカプセル－貝塚－」を開催しています。同展は、南山大学人類学博
物館との合同企画という特別展としては初めての試みです。
　「貝塚」には、貝がらや魚骨・獣骨・人骨といった一般的な遺跡では残らない遺物
が出土する特徴があり、貝塚から出土する縄文土器は、日本の考古学が誇る「縄文土
器編年」の作製に大きく貢献してきました。
　展示コーナーは、「貝塚の調査について」、「貝がら・魚骨・獣骨からわかること」、

「人骨からわかること」、「土器からわかること」及び「ハンズオンコーナー」に分か
れており、「貝塚の調査について」コーナーでは、根室市温根沼貝塚（関江谷１遺跡）
を取り上げ、貝塚の探し方や現在の発掘調査の方法などについて展示しています。「人
骨からわかること」コーナーでは、刈谷市の本刈谷貝塚から実際に出土した縄文時代
の人の墓とその中の人骨を復元展示しており、また、ハンズオンコーナーでは、顕微
鏡で貝殻成長線や細かな魚骨の観察が体験できます。
　また、５月29日（土）、南山大学名古屋キャ
ンパス L 棟１階 P ルームにおいて「北方の
原風景－根室の自然と野生動物」と題した講
演会を、６月22日（火）、博物館講義室におい
て「縄紋土器はなかった」と題した講演会を、
いずれも13時30分から開催します。
　みなさまのご来場をお待ちしております。

附属図書館2010年春季特別展を開催中

開催期間：５月17日（月）～６月11日（金）
　　　　　日曜日を除く
開館時間：９時30分～17時まで
開催場所：中央図書館４階展示室
入 場 料：無料
問い合わせ先：附属図書館情報管理課庶務掛
　　　　　　　Tel�052-789-3667

開催期間：３月23日（火）～７月10日（土）
　　　　　日・月曜日を除く
開館時間：10時～16時まで
入 場 料：無料
問い合わせ先：博物館事務室
　　　　　　　Tel�052-789-5767

第13回博物館特別展
「縄文のタイムカプセル－貝塚－」を開催中
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　第51回名大祭が、６月３日（木）～６日（日）、東山キャンパスにおいて開催されます。
　同祭は、毎年約５万人の来場者を誇る「東海地区最大規模の大学祭」です。ご来場いただいた皆様に楽しんで
いただける名大祭を創りあげたいと思っておりますので、皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

　　　　第51回名大祭「だって、笑顔でいたいじゃない」
　　　　開催日時：６月３日（木）～６日（日）
　　　　会　　場：東山キャンパス
　　　　最 寄 駅：地下鉄名城線名古屋大学駅下車　徒歩０分（お越しの際は公共交通機関をご利用ください。）

●研究公開・学術企画
　第51回名大祭では、学術企画のさらなる充実を図ります。
ノーベル物理学賞を受賞された益川敏英教授、本学経済学部
を卒業された若狭敬一 CBC アナウンサーによる「学ぶとは
何か？」をテーマにした講演会、名大生による生物多様性

（COP10）のシンポジウム、第３グリーンベルトを使用した青
空実験教室、発展途上国の子どもたちの様子とその支援方法を
学べる展示、他にも例年人気のある研究公開も実施しておりま
す。さらには、新たな研究公開の形式として、「ポスタースト
リート」も企画しています。ぜひ、名大祭で自分自身の「知識」
を深めてみませんか？

●有志企画
　例年、名大祭ではたくさんの有志企画が行われています。有
志企画では、名大生を中心としたサークル等の団体が、それぞ
れに趣向を凝らした、個性のある企画を行っています。ライブ
やダンス、コンサートに限らず、構内の様々な場所で魅力的な
企画が行われているので、名大祭を訪れた折には、ぜひ有志企
画に足を運んでみてください。

●環境への取り組み
　名大祭では、環境への配慮としてごみの分別に力を入れてい
ます。分別を円滑にするために、会場内にごみステーションを
設置し、来場者の方に対し分別の案内を行っています。また、
今回の名大祭ではペットボトルキャップの回収や間伐材割り箸
の導入などの環境対策にも取り組んでいます。このペットボト
ルキャップ回収では、800個のキャップで１人分のポリオワク
チンと換えることができます。当日、各ごみステーションで回
収を行っていますので、ご家庭で集めていただける場合は、名
大祭期間中に持ち込んでください。是非ご協力お願いします。

●バリアフリーへの取り組み
　名大祭本部実行委員会では、障がい者の方や高齢者、妊婦、
小さなお子さん、外国人の方などすべての来場者に名大祭を楽
しんでもらうために様々な取り組みを実施しています。
　今回の名大祭では、できるだけ多くの企画でバリアフリー化
に協力していただいたり、構内のバリアフリー情報をまとめた

「バリアフリー地図」の作成などに取り組んでいます。また、
お一人で名大祭を回ることに不安をお持ちの方向けに、ボラン
ティアとグループを組み自由に名大祭を回っていただく「名大
祭ツアー」を行います。

問い合わせ
名大祭本部実行委員会

TEL/FAX：052-789-5178

E-mail：mail@meidaisai.com

URL：http://meidaisai.com

第51回名大祭における食品の取扱いについて
　第49回名大祭で発生した食中毒事故により、多くの方々にご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び
申し上げます。
　昨年の名大祭では食品を取り扱う企画を自粛しておりましたが、今回の名大祭では実施することとな
りました。衛生管理について一から見直し、新たな気持ちで始動していく所存です。安心して楽しんで
頂ける名大祭の実現に向けて尽力して参りますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

第51回名大祭を６月３日（木）～６日（日）に開催
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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：南山大学名古屋キャンパス L棟１階 Pルーム（5/29）、
　　　　　　博物館展示室（6/22）
　時　　間：13：30～
　入 場 料：無料
　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）

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

（日曜閉室）

［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－」
関連講演会
　５月29日（土）
　場　　所：中央図書館５階多目的室
　時　　間：13：00～15：30
　入 場 料：無料
　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）

５月19日（水）
場　　所：名古屋国際センタービル15階
時　　間：18：00～

［問い合わせ先］
GCOE オフィス　052-587-1710

グローバル COE プログラム 
「テクスト布置の解釈学的研究と教育」 

オープンレクチャー
講演題目：「近代日本語研究と教養主義の系譜」
講 演 者：釘貫　享（文学研究科教授）

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59回防災アカデミー
講演題目：「モシモの時、地域は？　そのためにイツモ防災を！」
講 演 者：渥美公秀氏（大阪大学教授）

５月26日（水）
場　　所：豊橋商工会議所９階
時　　間：14：00～16：00
定　　員：150名

［問い合わせ先］
寄附講座准教授　河原一夫　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６回環境学公開講演会

「生物多様性を理解するために」
テ ー マ：「地球生物史とそのひとコマを鮮やかに描きます」
講 演 者：松岡敬二氏（豊橋市自然史博物館館長）、新美輝幸（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）

５月28日（金）、６月24日（木）
場　　所：医学部中央診療棟３階講堂
時　　間：16：00～18：30

［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：「細胞内シグナル伝達から種々の疾患を考える」（5/28）
講 演 者：貝淵弘三（医学系研究科教授）
講演題目：「ノイズを使う生命機能」
講 演 者：柳田敏雄氏（大阪大学教授）
テ ー マ：「思想史とアダム・スミス」（6/24）
講 演 者：安藤隆穂（経済学研究科教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

６月５日（土）、６日（日）
場　　所：岐阜県各務原市周辺及び博物館
　　　　　野外観察園セミナーハウス
時　　間：� 9：30～15：00（6/5）、
　　　　　10：00～13：30（6/6）
定　　員：30名（小学校３年生から
　　　　　中学３年生、その保護者）

［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１回地球教室
テ ー マ：「河原の石で包丁をつくろう！」

６月15日（火）
場　　所：野依記念物質科学研究館２階
　　　　　講演室
時　　間：10：30～12：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
GCOE 事務局
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp

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」 

講義［社会と科学］
講演題目：「ベンチャー企業の設立と基礎研究のバランス」
講 演 者：岡畑恵雄氏（東京工業大学教授）

７月９日（金）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：12：50～17：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
工学研究科教授　八島栄次　052-789-4495

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」 

シンポジウム
テ ー マ：「キラル分離に関する名古屋シンポジウム」

８月27日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：15：00～16：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第23回電子顕微鏡技術研修会「夏の学校」 
公開講演会
テ ー マ：「微化石放散虫が地質年代革命を起こした！」
講 演 者：足立　守（博物館特任教授）
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　名大経済学部の前身校は名古屋高等商業学校（名高商）
ですが、戦時中の1944（昭和19）年から1951年まではその名
を「名古屋経済専門学校（名経専）」と称していました。
名経専は、特に終戦後の厳しい社会状況下で、戦後復興を
けん引する企業人や経済人を育てる役目を担いました。し
かしながら、その学校生活を生き生きと伝える資料は、こ
れまであまり見つかっていませんでした。
　それが、このたび、1948年以降に発行された「名古屋経
専新聞」のうち５部が、経済学部同窓会キタン会に卒業生
より寄贈されました。この新聞は、名経専新聞部により
1946年11月から1951年２月まで全22号発行されました。し
かし図書館にも経済学部にも現物は残っておらず、大学文
書資料室にも1946‐47年の断片的複写（全７頁分）が保管
されているのみだったのです。
　名古屋経専新聞の編集兼印刷発行者は、ケインズ研究の

第一人者、塩
しお

野
の

谷
や

九
つ

十
く

九
も

教授でした。新聞の刊行は「ケイ
ンズ革命」という言葉が広まる時期で、塩野谷教授本人の
論説も見られます。ちなみに、創刊に際しては当時の蔵相
石橋湛山（後の首相）が「諸君の力借りたい－君らこそ第
二のケインズ」という記事を寄せていました。
　もちろん学問の記事ばかりではありません。1948年に
は、名大への合流に際し文・経・法学部を一つの学部（法
文学部）にしたい国側と、各学部の独自性を主張する名経
専との議論を伝える記事が目を引きます。他方でまた当時
の映画評や詩作、麻雀熱を伝える記事もありました。
　1951年２月の終刊号では、塩野谷教授を司会として教授
陣と卒業生が名高商を回顧する座談会が組まれました。こ
こには当時の生活や流行の話、勉強の苦労話、笑い話、戦
時中の話などが盛り込まれており、名高商以来の経済学徒
の日常を知る上で興味深い資料となっています。

１ ２ ３

４ ５

１　�名経専の校門。校舎は桜山の名高商校舎（現名古屋
市立大学医学部）を継続して利用した。

２　�名古屋経専新聞の実物。キタン会所蔵。大学文書資
料室では１～４号（断片）、11、13、16、19・20、
22号（終刊号）の複写を保管しています。

　　�複写版の閲覧をご希望の方は、大学文書資料室まで
ご連絡ください。

３　�名古屋経専新聞の記事。上から塩野谷教授の記事、
名大合流問題の記事、座談会の記事。

４　�名古屋経済専門学校の新聞部。1951年度の名経専
卒業アルバムより。大学文書資料室所蔵。

５　�塩野谷九十九教授。1951年名経専アルバムより。

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（基金推進室）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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