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2010年6月�中日本高速道路株式会社と包括的連携協力協定を締結�

名古屋大学の政治と平和研究の教授陣は世界でもトップレベル。
おかげで、貴重な授業を経験することができました。 異なる文化圏から来た学生達と触れ合い、彼らから学べるここでの

講義は楽しいです。

次世代のリーダー達が共に学び、お互いを理解できるようになる
場があれば、世界は豊かになります。
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濵口総長が自主学習室「エースラボ S」を視察
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生物多様性・生態系保全に係る環境制度・政策と環境評価に関する研究
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脂肪細胞由来ホルモン「アディポネクチン」
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●環境への取り組み

学生参加の環境活動と環境報告書

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成22年４月16日～５月15日
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　本学と中日本高速道路株式会社
（NEXCO）との包括的連携協力協定
締結の調印式が、５月13日（木）、豊田
講堂特別会議室において、挙行されま
した。
　本協定は、本学の基礎研究成果と
NEXCO が有する現場に直結した技術
力を統合し、高速道路の建設・維持管
理・環境など相互協力が可能なすべて
の分野における連携を推進することに
より、研究成果の社会活用を強化する
とともに、先端的な技術力かつ広い視
野を有する高度技術者や研究者の育成
に貢献することを目的に締結された
もので、当日は、本学から濵口総長、
武田　穣産学官連携推進室連携推進部
長等が、NEXCO から高橋文雄代表取
締役社長 COO、西山　巍取締役専務
執行役員等が出席しました。
　調印式では、西山専務から NEXCO
の概要の紹介があった後、総長から、
道路網を維持しながら二酸化炭素排出
量を減らしていくことは大きな研究課
題であり、道路という窓を通じて、日
本の経済発展と人材育成を実現するこ

とは大学にとっても大きな挑戦である
と、連携に向け期待を込めたあいさつ
がありました。
　続いて、高橋社長から、高速道路に
おけるさまざまな課題に対して、多岐
の視点からの研究成果を現場へ反映さ
せることにより、高速道路の「安全・
安心・快適」の推進や産業・観光の発
展などに貢献できること、技術者や研
究者の育成とスキルアップにつなげら
れること、そして、本学がこれまで実
施してきた国際交流や留学生交流など
による知見を NEXCO の事業に生か
すことができることを期待する旨、あ

いさつがありました。
　引き続き、総長と高橋社長が協定書
に調印し、連携協力協定が取り交わさ
れました。
　NEXCO とはこれまでも共同研究を
実施してきましたが、本連携協力協定
の締結により、技術的側面の共同研究
に加え、地域活性化、生体系保全、社
会開発等の多様な側面を含む総合的な
共同研究を行うことが可能になり、基
礎研究とともに成果が活かされること
が期待できます。
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１　握手を交わす総長（左）と高橋社長（右）
２　協定書にサインする総長（左）と高橋社長（右）
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　名誉教授称号授与式が、５月14日（金）、豊田講堂第１会
議室において挙行されました。
　名誉教授の称号は、本学教授として７年以上勤務し、教
育上又は学術上特に功績のあった方等に授与するもので、
今回新たに43名（新制計1,053名）の先生方に授与されま
した。
　授与式には、新名誉教授のうち30名が出席し、濵口総長
から一人ひとりに辞令書が授与され、永年にわたり本学の
教育・研究の発展に多大なる貢献をされたことへのお礼と
お祝いのことばが述べられた後、新名誉教授を代表して
杉浦康夫先生からあいさつがありました。
　引き続き、シンポジオンホールにおいて、名誉教授懇談
会が約120名の参加を得て開催されました。懇談会は、新
名誉教授の紹介で始まり、昨秋及び今春の叙勲等受章者、
役員・部局長の紹介に続いて、総長からあいさつとこの
１年の本学の動き等について報告がありました。その後、
松尾　稔元総長の発声で乾杯が行われ、現名誉教授を代表
して藤瀬浩司先生から近況報告がありました。参加者は、
終始和やかな雰囲気の中で懇談していました。
　今回、新たに名誉教授の称号が授与されたのは、次の
方々です。
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記念撮影

授与式の様子

教育発達科学研究科 加　藤　鉦　治 医学部 田　川　義　勝 国際言語文化研究科 吉　村　正　和

経済学研究科 竹　内　信　仁 工学研究科 淺　岡　　　顯 環境学研究科 井　村　秀　文

経済学研究科 塚　田　弘　志 工学研究科 久木田　　　豊 環境学研究科 海　津　正　倫

経済学研究科 皆　川　　　正 工学研究科 黒　田　光太郎 環境学研究科 田　中　　　剛

理学研究科 伊　藤　　　繁 工学研究科 森　永　正　彦 環境学研究科 山　田　健太郎

理学研究科 大　島　隆　義 工学研究科 山　根　　　隆 情報科学研究科 森　　　敏　彦

理学研究科 佐　藤　正　俊 工学研究科 山　根　義　宏 情報科学研究科 森　　　昌　弘

理学研究科 水　貝　俊　治 生命農学研究科 大　澤　俊　彦 環境医学研究所 児　玉　逸　雄

理学研究科 丹　羽　公　雄 生命農学研究科 宗　宮　弘　明 総合保健体育科学センター 近　藤　孝　晴

理学研究科 山　脇　幸　一 生命農学研究科 髙　倍　鉄　子 総合保健体育科学センター 島　岡　　　清

医学系研究科 太　田　美智男 国際開発研究科 西　村　美　彦 農学国際教育協力研究センター 松　本　哲　男

医学系研究科 杉　浦　康　夫 多元数理科学研究科 塩　田　昌　弘 博物館 足　立　　　守

医学系研究科 富　田　　　靖 多元数理科学研究科 三　宅　正　武 博物館 西　川　輝　昭

医学部 古　池　保　雄 国際言語文化研究科 柴　田　庄　一

医学部 髙　木　健　三 国際言語文化研究科 松　本　伊瑳子 （授与番号順、敬称略）
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名誉教授称号授与式・懇談会を開催



　濵口総長は、４月28日（水）、山本理事、戸田山和久教育
担当総長補佐、安田　修学務部長らとともに、全学教育
棟 S276号室にオープンした教養教育院「エース（ACE：
Autonomous learning Community and Environment）ラボ
S」を視察しました。
　教養教育院は、平成21年度より教養教育の質的向上を目

指した基盤の整備を行っており、学生の個別及び協調学習
を高い次元で支援、実現し、自律的な学習と自由闊達な学
習コミュニティをともに促進する環境設備として、今回、
総長が視察した「エースラボ S」とともに、工学部７号館
713教室に「エースラボN」を設置しました。「エースラボ
N」では、個別学習を強化する環境を主に提供するため、
デスクトップ型端末を設置し、「エースラボ S」では、協
調学習を重視する環境を主に提供するため、移動が容易な
ノート型端末を設置した上、学習目的に応じて机を機能的
に配置するフリーレイアウト方式になっています。
　「エースラボ S」には、学生の想像力を育む様々な工夫
がされており、当日は、自主学習環境基盤整備プロジェ
クトのリーダーである栗本英和評価企画室教授と学生が、
ユビキタス映像投影装置や高解像度実物投影機を使って、
「エースラボ S」の使用方法や機器の動作の検証等を行い
ました。総長一行は学生の解説を聞きながら、聴衆に対し
て匿名で回答を即座に集計、表示できる「聴衆回答集計シ
ステム」の実演に参加し、「エースラボ S」の活用法につ
いて学生と話し合うなど、今後「エースラボ S」が有効に
使われることを大いに期待し、視察を終えました。

　平成22年春の叙勲の受章者が発表され、本学関係者では次の方々が受章されました。

［教育研究功労　関係］
瑞宝重光章　小川　英次　名 誉教授（国際開発研究科） 

元経済学部長 
元大学院国際開発研究科長 
名誉教授（中京大学） 
梅村学園学術顧問 
元中京大学長・大学院経営学
研究科長・教授

瑞宝中綬章　可児島俊雄　名 誉教授（経済学部） 
元名古屋学院大学大学院 
経済経営研究科長・教授・ 
特任教授

瑞宝中綬章　大塚　昭夫　名 誉教授（工学部） 
元岐阜職業能力開発短期大学
校長

［保健衛生・看護功労　関係］
瑞宝双光章　森下　芳孝　元医学部附属病院医療技術部長 

［学校業務功労　関係］
瑞宝単光章　石橋　幸康　 元医学部・医学系研究科調達課 

機械保守工
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濵口総長が自主学習室「エースラボ S」を視察

平成22年 春の叙勲受章者決まる　―本学関係者５名が喜びの受章―



　第58回防災アカデミーが、４月26日（月）、環境総合館レ
クチャーホールにおいて開催されました。
　今回は、田所敬一環境学研究科准教授が「音で探る海溝
型地震」と題し、東海地震、東南海地震などの巨大地震に
対して、科学がどのようにアプローチしているのかを解説
しました。

　田所准教授は、海溝型地震の予知や予測に向けて、必ず
必要となる海底の地殻変動は、位置を測るために一般的に
使われる GPS が海底で使用できないため、実はまだ詳し
く調べられていないことを指摘し、音波を用いるアイデア
などを多くの写真や図を交えて紹介しました。
　また、位置を測るために海底に沈める機器がなく、新た
に製作する必要があったため、初めて計測に成功したとき
感動したことや、苦労や工夫を重ね、10年以上かけて計測
の精度を数センチメートルにまで向上させてきたことなど
についても話しました。実際に地震が発生した際に海底の
地殻変動を測ることに成功した話は、その時の興奮が伝
わってくるようでした。
　参加者は117名あり、講演の後には多くの質問が寄せら
れ、専門的な話題にもかかわらず、活発な議論が行われま
した。
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第58回防災アカデミーを開催



最近、「生物多様性」という言葉を耳にする機
会が非常に増えました。この「生物多様性」とい
う言葉は、①色々な生物の種類がいることの多様
性、②同じ種の中での遺伝子の多様性、③生態系
の多様性、など３つの多様性を含む言葉として定
義されていますが、これらの多様性を支える生息
環境なども広く含んで考える場合があります。ま
た、生物多様性に関連して最近注目されているの
が「生態系サービス」です。これは、人間が多様
な生物に支えられた生態系から享受しているサー
ビスのことで、例えば食べ物や水など人間の生活
に重要な資源の供給や、水や大気の汚染浄化機
能、レクリエーション、植物の光合成による炭素
吸収など様々なサービスがあげられます。
　しかしながら、これまでは生物多様性・生態系
の価値や生態系サービスが正当に評価されてこな
かったために、多くの自然環境が簡単に破壊さ
れ、その代償として公害問題や地球環境問題など
数多くの環境問題を引き起こしています。

私の研究では、上記の生物多様性や生態系サー
ビスを十分考慮しながら、開発などで破壊されて

しまう生物多様性・生態系をどのように守れば良
いのかについて、諸外国の環境政策・制度の分析
や環境評価手法に関する研究を通して様々な検討
を行っています。例えば、米国では開発などで湿
地帯を破壊してしまう場合に、同じ面積分以上の
人工的に造成された湿地帯を購入して代償するこ
とが義務付けられており、自然環境を売買する市
場を創ることで湿地保全に一定の成果をあげてい
ます。また、生態系への環境影響を評価するため
に、指標となる生物種の生息に必須な環境条件を
基に生態系の代償計画や影響評価を行う生息域評
価手続き（Habitat Evaluation Procedure）など
も開発されています。これら既存の制度や評価手
法では、必ずしも十分に生物多様性や生態系サー
ビスが考慮されているとはいえませんが、世界各
国あるいは国際機関を中心として様々な取組みが
始まったところであり、これらの動向に目が離せ
ません。今後は、これらの調査・研究結果を基に
日本独自の生物多様性・生態系保全のあり方につ
いても政策提言等していきたいと考えています。
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米国で実際に売却された人工の湿地帯

ライフサイクルを考慮した各種生態系サービスへの影響評価のための生態系イベントリ
（現在検討中）
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　「脂肪って何？」そう聞かれると、多くの人が
お腹の肉をつまんで、嫌そうに「コレでしょ」と
答えます。つまり「脂肪」という言葉のイメージ
は一般的にあんまり良いものではありません。し
かしながら近年、脂肪は、単なるぜい肉（エネル
ギーの貯蔵庫）ではなく、脂肪自らが、ホルモン
の分泌を行い、生体のバランスを保つ働きを持つ
ことが明らかとなってきました。脂肪は「アディ
ポ」、分泌ホルモンは「サイトカイン」というこ
とから、脂肪細胞から放出されるホルモンを総称
して、「アディポサイトカイン」と呼びます。ア
ディポネクチン、レプチン、ヒト腫瘍壊死因子-α
（TNF-α）、レジスチン、MCP-1など、数多くの
アディポサイトカインが動脈硬化をはじめ、様々
な病態と関連していることが明らかとなってきま
した。
　特にアディポネクチンは、そのほとんどが脂肪
細胞より産生分泌される善玉アディポサイトカイ
ンとして知られており、血液中に豊富に存在して
います。ヒトでの血液中の濃度は、肥満症や糖尿
病、虚血性心疾患の患者において低下しているこ
とが知られています。また、数多くの研究結果か
ら、アディポネクチンそのものが、抗糖尿病、抗
動脈硬化作用を有しているホルモンであることが
示され、肥満症を中心とした生活習慣病の病態に
深く関わっていることが明らかとなりつつあります１。
　私たちは、この脂肪由来の善玉ホルモン「ア

ディポネクチン」の心血管病における役割に注目
し、世界に先駆けて、アディポネクチンが血管新
生作用を有する事や心臓肥大抑制に関与している
事などを明らかにしてきました２，３。特に興味深い
ことには、アディポネクチンは抗アポトーシス作
用や抗炎症作用を介し、心筋梗塞巣の縮小効果や
予防効果を有していました４。アディポネクチン
蛋白の少量単回投与は、マウスレベルにて、心筋
梗塞サイズの著しい縮小効果を認めました４。そ
こで、名古屋大学およびその関連病院を受診され
た急性心筋梗塞発症例の患者様でアディポネクチ
ン濃度の測定を行いました。その結果、発症時の
アディポネクチン濃度が高値であるほど、経皮的
冠動脈形成術（心筋梗塞治療）後６ヵ月の心筋梗
塞サイズの縮小率が高く、心機能の回復も良好で
あることが明らかとなりました５。この患者様で
のアディポネクチン測定結果とマウスを用いた研
究結果は、「アディポネクチン補充療法」が急性
心筋梗塞の有効な治療法となりうる可能性を示唆
しています。
　そこで、我々は、ミニブタを用いて、急性心筋
梗塞に対するアディポネクチン投与の治療効果を
検討する前臨床試験を行いました。ブタ心筋組織
に対して虚血再灌流傷害を施し、人工的に心筋梗
塞病変を作製、アディポネクチン蛋白の冠動脈内
投与の心筋梗塞巣縮小効果の検討を行いました。
全身麻酔下のミニブタに対して右ソケイ部よりバ
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図１　�ブタ虚血再灌流傷害モデル：全身麻酔下のミニブタに対してバルーンカテーテルを挿入し45分間左冠
動脈血流遮断。その間、ワイヤールーメンを介して、冠動脈より0.03mg/g アディポネクチン蛋白もし
くはコントロールとして生食を投与する。血流遮断45分後に血流を再開、24時間後に心臓摘出を行う。

知
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脂肪細胞由来ホルモン「アディポネクチン」

柴田　玲　大学院医学系研究科特任講師



ルーンカテーテルを挿入し左冠動脈血流を遮断し
ました。その間、ワイヤールーメンを介して、冠
動脈より0.03μg/g アディポネクチン蛋白もしく
はコントロールとして生食の投与を行いました。
血流遮断45分後に血流を再開、24時間後に心臓摘
出を行い、心筋梗塞サイズの測定を行いました
（図１）。冠動脈内へのアディポネクチン投与は、
ブタ心筋虚血再灌流傷害モデル作成24時間後の心
臓で、約42％の心筋梗塞縮小効果を認めました
（図２）６。この機序として、アディポネクチンの
抗炎症作用や抗アポトーシス作用、酸化ストレス
抑制効果が考えられました。ミニブタを用いた前
臨床研究の結果は、心筋梗塞の新たな治療法とし
て、「アディポネクチン治療」が極めて実現性が
高いものであることを示唆しています。嫌われ者
である「脂肪」が作り出すホルモンが、我々の命
を救う日も近いかもしれません。
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図２　摘出された心臓と Evance�Blue/TTC 染色後の心臓。矢印の白色部分が心筋梗塞巣�

1996年３月　久留米大学医学部医学科卒業
1996年４月　久留米大学�第３内科（現心臓血管内科）
2003年７月　ボストン大学ワイタッカー心血管研究所
2006年９月　名古屋大学�循環器内科学特任助教
2009年９月から�名古屋大学�循環器内科学特任講師
モットー：�偶然とは、努力した人に運命が架けてくれる橋。努力と

チャレンジ精神を忘れずに頑張りたい。
趣　　味：映画鑑賞

しばた　れい



　インターナショナルレジデンス山手は、さらな
る留学生支援のために不足する留学生用宿舎を整
備する目的で、山手キャンパスの一角に国際交流
会館として平成22年３月に完成しました。山手
キャンパスの敷地形状を考慮して建物を南北軸と
し、中央の外部廊下（ストリート）を挟んだ形で
居室を配置しています。山手キャンパスには、既
設の国際嚶鳴館（日本人と留学生との混住型宿舎）
があり、これと隣接した位置にあることから、外
観的には一つの建物群を形成しつつ、建物内の作
りは「単身用住居」の集合（ワンルームマンション）
で、開放廊下型の二つの住棟から構成され、留学
生個々のライフスタイルを尊重した建物となって
います。

　一方、エントランスへ向かう幅20mのアプロー
チ（交流広場）は、環境にも配慮した透水性平板
ブロックで敷き詰められ、建物に導かれる感じの
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１　外観（西側正面）
２　外観（南西面夜景）
３　アプローチ（交流広場）
４　中央外部廊下（ストリート）
５　居室内部
６　山手キャンパス配置図
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35．インターナショナルレジデンス山手



開放的な空間を構成しています。さらに、交流広
場の両側には桜（ソメイヨシノ）を配し、春を醸
し出す演出がなされ、日本情緒を感じることので
きる国際交流の場となることを期待しています。
　建物規模は、鉄筋コンクリート造（壁式構造）
地上３階建て、延べ面積約2,000m2であり、戸数
は106戸（15m2／戸）です。
　各居室の特徴としては、安全性・防犯性への配
慮として、共用部と共通の非接触型カードキーに
よる電池錠システムを採用するとともに、非常押
しボタンによる非常警報システムを採用していま
す。また、玄関扉にはジャロジー（換気窓）を設
けており、中間期には有効な自然換気を行うこと

ができます。その他主要設備として、ユニットバ
ス・トイレ、IH ヒーター対応ミニキッチン、エ
アコン等を装備しています。
　また、建物内中央の吹き抜けの外部空間は、自
然採光、自然換気等、自然エネルギーを活用した
エコロジカル・ウェルであるとともに、立体的な視
認性によって居住者に一体感と共生感を与えるコ
ミュニケーション空間でもあります。また、上下階
の見通しを良くし、人の気配を察知しやすくする
ことにより安全性・防犯性を高める効果もあります。
　省エネルギー対策としては、通常より厚い断熱
材の施工、複層ガラスの採用、屋根の遮熱シート
防水の敷設などにより、空調ランニングコストの
低減を図っています。
　今回のインターナショナルレジデンス山手の建
設により、不足する留学生宿舎に対して一定の整
備をすることができました。しかし、国際化拠点
整備事業（グローバル30）の推進による留学生の
増加や国際的に通用する人材の育成、キャンパス
の国際化のためにも、さらなる施設整備が要求さ
れています。今後も、これらの期待に応えるため、
新たな整備手法を検討しながら施設整備を進め、
本学の国際化の推進に貢献していきます。
 （施設管理部）
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　医学部附属病院は、５月８日（土）、中央診療棟３階講堂
において、新外来棟及び周辺環境整備完成記念式典・祝賀
会を挙行しました。これは、「鶴舞団地施設再整備計画」
に基づき、新外来棟とその周辺環境の整備がほぼ完了した
ことに伴い行われたものです。
　記念式典は、まず、松尾医学部附属病院長、濵口総長の
あいさつがあり、続いて、西阪　昇文部科学省大臣官房
文教施設企画部長（岡　誠一文部科学省大臣官房文教施
設企画部技術参事官代読）、戸苅　創名古屋市立大学長、
大島伸一国立長寿医療研究センター総長、妹尾淑郎愛知県
医師会長からの祝辞がありました。式典には、中根康浩衆
議院議員、吉田統彦衆議院議員、松田正久愛知教育大学長
や自治体関係者等約150名が参列しました。
　新外来棟は、延べ面積19,446m2の鉄筋コンクリート造（一
部鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造）地上４階の建物で、
平成18年度から約２年の工事を経て、昨年２月に完成し、
同年５月から診療を開始しました。計画時の基本方針であ
る信頼性・安全性の高いシステム、保守管理の省力化、ラ
イフサイクルコストの低減、フレキシビリティーを考慮し

た設備となっているほか、免震工法により、建物の基礎部
と上部構造の間に絶縁体の役割をする免震装置を設置し、
地震時の振動を直接建物に伝えないようにしています。
　一方、周辺環境整備では、コンビニエンスストア、コー
ヒーショップなどを設けました。外部からのアプローチ空
間が整備された正面玄関前は、全面硝子によるトップライ
トで明るく開放的なエントランスとなっています。この
トップライトに続く南側と西側の通路にはキャノピー（ひ
さし）を設け、雨天時の人の移動を容易にしています。ま
た、キャノピーの屋根には、土壌などの基質を必要とせず、
極度な乾燥状態でも仮死状態を維持し、水分が与えられる
と甦生する、軽量でメンテナンスも容易な植物による緑化
を行い、ロータリー中央部及び周辺部には樹木を植栽する
など、先進的な病院施設になっています。
　記念式典後には、新外来棟の見学と手術支援ロボット
「ダヴィンチ」と「電子カルテ」が関係者の説明のもと、
披露されました。特に手術支援ロボット「ダヴィンチ」は
最新の高性能手術ロボットであるため、多くの見学者が興
味を持っていました。
　見学後は、祝賀会を行い、松田学長、五十里　明愛知県
健康福祉部健康担当局長、杉浦康夫愛知県心身障害者コロ
ニー総長が祝辞を述べ、井口昭久元医学部附属病院長の発
声で乾杯し、終始和やかな雰囲気の中、盛況のうちに終了
しました。
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あいさつする松尾病院長
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新外来棟及び周辺環境整備完成記念式典・祝賀会を挙行
●医学部附属病院



　大学院環境学研究科都市環境学専攻建築学コースは、４
月12日（月）から16日（金）までの５日間、環境総合館レク
チャーホール及び環境シミュレーションスタジオを主会場
として、パリ・ヴァル・デュ・セーヌ国立高等建築学校と
合同で建築・都市設計ワークショップを開催しました。
　同ワークショップは、異なるバックグラウンドを持つ両

大学の大学院生に対し、英語で対話し協働する機会を提供
するもので、今回は「名古屋駅地区のアーバン・デザイン・
プラン」をテーマとし、同校から12名、本学から36名の大
学院生が参加しました。
　参加者は、名古屋駅東側の約１km2の市街地を安全・安
心で持続可能な商業業務を中心とする複合市街地に再生す
るための建築・都市設計の目標、方針、実現手段を提案す
るという課題に取り組みました。まず、建築学の計画系、
環境設備系、構造系の講義を受講した後、６つのグループ
に分かれ、現地調査や、言葉やスケッチを介した対話を積
み重ねました。最後には、A1版４枚の図面と模型を作成
し、建築・都市設計提案をまとめました。
　最終日には、建築学コースの教員や学生らが多数出席す
る中、グループ毎に成果発表会が行われ、名古屋駅の東側
と西側の市街地を結ぶブリッジの整備、広幅員街路の公園
化、緑と水のネットワークの形成、建物の共同建て替えな
ど個性的なアイデアが提案されました。その後、活発な質
疑応答と意見交換が行われ、盛況のうちに閉会しました。

　エコトピア科学研究所は、４月22日（木）、環境総合館レ
クチャーホールにおいて、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・創設記念シンポジウム
を開催しました。
　今回で５期目になる同寄附研究部門は、「次世代の持続
的発展・低炭素社会を支える環境調和・高機能型電気エネ

ルギーシステムの構築に関する研究」をテーマに創設され
たもので、平成８年に第１期が創設されてから、15年目を
迎えました。
　濵口総長、藍田正和中部電力株式会社取締役専務執行役
員技術開発本部長、高井エコトピア科学研究所長、関係部局
長等の出席のもと始まった式典では、最初に、大日方五郎
同研究所副所長、高井所長、総長からあいさつがありまし
た。次いで、総長から藍田取締役へ感謝状及び記念品の贈
呈があり、藍田取締役が三田敏雄中部電力株式会社代表取
締役社長 社長執行役員の祝辞を代読しました。
　引き続き、シンポジウムが開催され、第１部では、今年
３月まで同研究所の教授であった遠藤奎将氏、小島寛樹同
研究所寄附研究部門准教授から寄附研究部門における第４
期の活動報告があり、その後、花井正広同教授から、第５
期の活動方針について説明がありました。
　また、第２部では、松村年郎工学研究科教授、藤波秀雄
財団法人電力中央研究所電力技術研究所長など６名から、
それぞれ講演が行われ、同シンポジウムに参加した約130
名は熱心に聞き入っていました。
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パリ・ヴァル・デュ・セーヌ国立高等建築学校との合同建築・都市設計 
ワークショップを開催
●大学院環境学研究科

エネルギーシステム寄附研究部門第５期創設記念式典・ 
創設記念シンポジウムを開催
●エコトピア科学研究所



　附属図書館では、今年４月、同館が運営する名古屋大学
学術機関リポジトリの収録コンテンツ数が１万件を突破し
ました。
　機関リポジトリとは、本学の研究者の成果を収集・蓄積
し、世界に広く公開するためのもので、同リポジトリは国
内では７番目に開始されたサービスです。平成18年２月に

一般公開を始めてから約４年、持続的にコンテンツを増や
しながらの今回の達成となりました。
　同リポジトリに登録されるものは、学術雑誌に掲載さ
れた論文、本学の各種紀要に掲載された論文、博士学位
論文などで、本文の掲載について許諾を得られたもので
す。昨年からは、ノーベル賞を受賞された下村　脩博士、
益川敏英博士の博士学位論文もここで公開しています。
　収録されたコンテンツは各種検索エンジンに発見されや
すい仕組みになっており、各論文のダウンロード数の累計
は、今年３月末現在で、約94万７千回にのぼっています。
　なお、１万件目の登録は、笠　浩一朗国際開発研究科助
教の博士学位論文『同時通訳データの分析に基づく漸進的
な英日翻訳に関する研究』でした。
　同リポジトリは、ホームページ（http://ir.nul.nagoya-u.
ac.jp/） をご覧ください。

　シンクロトロン光研究センターは、４月30日（金）、野依
記念学術交流館において、シンクロトロン光研究センター
シンポジウムを開催しました。
　同センターは、平成19年４月１日に学内共同教育研究施
設「小型シンクロトロン光研究センター」として設置され
た後、シンクロトロン光施設の建設の目処が立つまで、基

本設計や基礎実験等を行っていましたが、昨年９月に愛知
県議会で予算化され、12月に科学技術振興機構「地域産学
官共同研究拠点整備」事業に採択されたことで、６本の
ビームラインが整備されるなど、今後の研究の推進が期待
されます。
　同日行われた愛知県「知の拠点」の起工式と連携し、開
催した同シンポジウムは、「モノづくりイノベーション拠
点形成を目指して」をテーマに行われ、まず、濵口総長、
磯田文雄文部科学省研究振興局長、小原満穂科学技術振興
機構理事、小川悦雄愛知県副知事、本間重満科学技術交流
財団専務理事からあいさつがあり、続いて、尾嶋正治日本
放射光学会会長から「シンクロトロン光を用いた物質研究
の未来」と題した基調講演、そして中部シンクロトロン光
利用施設の概要紹介が行われました。
　会場は、221名の参加者で埋め尽くされ、91名が交流会
に参加するなど、関心と期待の高さが伺えるシンポジウム
となりました。今後２年間は施設の建設など研究推進への
準備が続く予定です。
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機関リポジトリへの登録数が１万件を突破
●附属図書館

シンクロトロン光研究センターシンポジウムを開催
●シンクロトロン光研究センター



　名古屋大学では、毎年環境報告書を公表しています。環
境報告書を活用した授業の一環で同報告書に関する学生ア
ンケートを実施したところ、学生生活に身近なキャンパス
環境整備に興味を持っているものの、学生が参加する環境
活動は年２回行われるキャンパスクリーンくらいであま
り目立った活動がありませんでした。このため、本学で
は、大学と学生が一緒になって環境活動を実施すること
により、ごみのポイ捨て等が減少するものと期待し、「花
いっぱい運動」を計画したところ、毎年春に名古屋大学下
宿用品リユース市を開催している環境サークル（Song Of 
Earth）の協力が得られました。実施に向け検討を重ねた
結果、４月28日（水）に豊田講堂前芝生広場横の歩行者通路
にプランターを設置し、サルビアや日々草等の花を植え
「花いっぱい運動」を展開して周囲の美化に努めることが
できました。今後、年４回程度花の植え替えを行い、維持
管理を同サークルが行う予定です。このような学生を主体
とした運動は、学生への環境配慮への意識付けや啓発に多
いに役立つと考えています。

　また、上述の環境報告書について、昨年度公表した「環
境報告書2009」が、東洋経済新報社主催の第13回環境報告
書賞・サステナビリティ報告書賞の「環境報告書賞　公共
部門賞」を受賞し、５月13日（木）に表彰式が行われ、表彰
状と記念品が授与されました。東洋経済新報社では、日本
の企業の環境情報開示に対する認知度を高め、環境報告書
が質量ともに向上することを目標として、グリーンリポー
ティング・フォーラムと共同で1998年に「環境報告書賞」
を創設しており、この度の公共部門賞には、自治体・大学
など42の事業所から応募があり、２事業所が受賞しました。
　名古屋大学環境報告書は、環境保全活動全般に対して包
括的で丁寧な情報開示をしていることに加えて、自己評価
委員会による報告もあわせて実施している点が高く評価さ
れ、今回の受賞に至りました。
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環境サークルの方々

プランター設置の様子

表彰式の様子

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

環
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学生参加の環境活動と環境報告書



記事 月日 新聞等名

1 本学や三菱重工業株式会社は中部経済産業局が新設する人材育成講座「航空機開発DBT リーダーシップ養成講座」
のカリキュラムを組む

� 4.16（金） 日経（朝刊）

2 映画「しかし それだけではない。 加藤周一 幽霊と語る」先行試写会と講演会開催：20日 水田 洋本学名誉教授
が講演

� 4.16（金） 中日（朝刊）

3 飯島澄男本学特別招へい教授は特許庁ホームページのコーナー「現代の発明家から次世代へのリレーメッセージ」
に執筆掲載をする予定

� 4.16（金） 日刊工業

4 ４日に開催された子宮頸がん予防活動キャンペーンシンポジウム「子宮頸がんにならない！ 負けない！」での
吉川史隆医学系研究科教授の講演の様子が紹介される

� 4.17（土） 中日（朝刊）

5 吉川史隆医学系研究科教授は子宮頸がんの原因、治療法などについて詳しく解説する � 4.18（日） 朝日（朝刊）

6 楠 美智子エコトピア科学研究所教授らと関西大学のグループは１ミリメートル四方の基盤に炭素でできた毛を約
300億本敷き詰めた「ナノブラシ」を作成し、それを用いて磁気ディスクの表面についた微粒子を取り除けること
を確認する

� 4.18（日） 朝日（朝刊）

7 藤田祐一生命農学研究科准教授らの研究グループは植物や藻類の中で葉緑素が緑色になる反応の仕組みを解明する � 4.19（月） 中日（朝刊）
他５社

8 安坂幸師工学研究科助教、黒田俊一生命農学研究科教授はキャノン財団の研究助成プログラム「産業基盤の創生」
の研究助成対象に選ばれる

� 4.19（月） 日経（朝刊）

9 レーザー：宮田理事は「グリーンビーグル材料研究開発拠点」にかける思いを語る � 4.19（月） 日刊工業

10 現代日本誤百科（235）：病原体が「かなりの数で」いる 町田 健文学研究科教授 � 4.19（月） 日刊工業

11 光田奈央さん本学学生は「春姫道中」の第16代春姫役を務める � 4.19（月） 読売
他３社

12 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 � 4.19（月）
� 4.20（火）

中日（夕刊）
中日（朝刊）

13 名大サロンの主役：加藤久美子文学研究科教授は「ラオス・ヴィエンチャン平野の農村の暮らし～塩づくりの村を
中心として」と題して講演する

� 4.20（火） 中日（朝刊）

14 現代日本誤百科（236）：「好物でおびき寄せ」作戦 町田 健文学研究科教授 � 4.20（火） 中日（朝刊）

15 パーキンソン病講演会開催：５月１日 渡邉宏久医学部附属病院講師が講演 � 4.20（火） 中日（朝刊）

16 大幸キャンパスで「がんを生き抜くラフトピアスクール」が５月23日に開講 � 4.20（火） 中日（朝刊）

17 環境セミナー「地球温暖化と生物多様性について考える～低炭素社会実現・生態系変化に企業はどう対応するべき
か～」開催：19日 林 希一郎エコトピア科学研究所教授が講演

� 4.20（火） 北陸中日
他２社

18 現代日本誤百科（237）：二人の人生は「合わせ鏡」町田 健文学研究科教授 � 4.21（水） 中日（朝刊）

19 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

� 4.21（水） 朝日（夕刊）

20 現代日本誤百科（238）：その映画は「圧巻」だった 町田 健文学研究科教授 � 4.22（木） 中日（朝刊）

21 篠原久典理学研究科教授が最先端のナノカーボン研究者として紹介され、「企業との共同研究が増え、ますますナノ
カーボンの事業化を進めたい気持ちが高まっている」と話す

� 4.22（木） 日経産業

22 石原一彰工学研究科教授、波多野 学同講師ら カルシウムを用いて不斉合成に必要な触媒を容易に生成する新手法
を開発

� 4.23（金） 中日（朝刊）

23 本学は環境活動の一環としてキャンパス内での二酸化炭素排出量の削減に力を入れる � 4.23（金） 日刊工業

24 宮田理事が座長を務めた「クルマの未来とすそ野の広がりを考える懇談会」での提言をもとに中部経済産業局は次
世代の自動車産業育成に動く

� 4.23（金） 日刊工業

25 航空機産業の人材育成について、本学などと連携することを中部経済産業局長が語る � 4.23（金） 日刊工業

26 宗宮弘明生命農学研究科教授は河村たかし名古屋市長就任１年を振り返り「結局何も変わらなかった」と述べ、
小野耕二法学研究科教授は「話題性が先行した感じはするが結果的に議会を動かし、オープンな場で行われた議論
は市政への関心を高めるきっかけになったはず」と一定の評価をする

� 4.24（土） 読売

27 教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」にて「不思議のとびらのむこうがわ－ナゾの創作遊具展」開催：26～
28日 

� 4.24（土） 中日（朝刊）

28 東海の大学力 真価の証明：本学の真価が３つのシンカ「深化する伝統」「人材育成の進化」「新加した目標である
『世界のNagoya University』」をキーワードに解説される

� 4.26（月） 朝日（朝刊）

29 佐宗章弘工学研究科教授はレーザーを活用し超音速機の燃費を改善する � 4.26（月） 日刊工業

30 後 房雄法学研究科教授は河村たかし名古屋市長の行政経営の資質に疑問を呈する � 4.26（月） 中日（朝刊）

31 現代日本誤百科（239）：日本映画の「スケールを超えた」作品 町田 健文学研究科教授 � 4.26（月） 中日（朝刊）

32 名古屋市中学ハンドボール（男子）：教育学部附属中学校は宮中学校に10-18で敗れる � 4.26（月） 中日（朝刊）

33 中日盾争奪県新人バトミントン（男子）：浅田卓也さん本学学生（シングルス１位） � 4.26（月） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

34 レーザー：藤田祐一生命農学研究科准教授は「ネイチャー」に研究成果が掲載されたのを弾みに研究スピードを加
速する

� 4.27（火） 日刊工業

35 中村光廣理学研究科准教授は「不思議のとびらのむこうがわ－ナゾの創作遊具展」を企画し、「実際に見てなぜだろ
う、と仕組みを考えてもらえたら」と話す

� 4.27（火） 中日（朝刊）

36 大島伸一本学名誉教授は、新しい医療技術の開発を進めることは、技術と、その職能のあり方を見直すことと不可
分のことと語る

� 4.27（火） 中日（朝刊）

37 現代日本誤百科（240）：「罰金十万円に科される」町田 健文学研究科教授 � 4.27（火） 中日（夕刊）

38 医学部附属病院は看護師対象の就職ガイダンスに参加する � 4.29（木） 中日（朝刊）

39 本学は中西香爾氏に特別教授の称号を授与すると発表する � 4.29（木） 中日（朝刊）

40 平成22年春の叙勲：小川英次本学名誉教授が瑞宝重光章を、大塚昭夫本学名誉教授と可児島俊雄同教授が瑞宝中綬
章を、森下芳孝氏元本学職員が瑞宝双光章を、石橋幸康氏元本学職員が瑞宝単光章を授章

� 4.29（木） 中日（朝刊）
他４社

41 本学は医学部附属病院等の施設の省エネ支援サービスを三菱UFJ リース株式会社に発注する � 4.30（金） 日刊工業

42 現代日本誤百科（241）：点検時には「何事」もなかった 町田 健文学研究科教授 � 4.30（金） 中日（朝刊）

43 濵口総長は愛知県「知の拠点」の起工式に出席する � 4.30（金）
� 5.� 1（土）
� 5.� 2（日）

中日（夕刊）
読売
朝日（朝刊）
他２社

44 叙位叙勲：正四位 山崎一雄本学名誉教授 � 5.� 1（土） 読売

45 本学と名古屋市が共同で2007年度から実施している社会実験「名チャリプロジェクト」の本格導入に向けた有料で
の実験が今秋より始まる

� 5.� 1（土） 読売

46 愛知学生選手権大会 サッカー：本学は中部大学に4-1で敗れる � 5.� 2（日） 読売

47 名古屋リウマチネットワーク第７回市民公開講座開催：６月13日 石黒直樹医学系研究科教授、太田 進医学部保健
学科助教が講演

� 5.� 2（日） 中日（朝刊）

48 髙橋雅英医学系研究科教授が中日文化賞を受賞する � 5.� 3（月） 中日（朝刊）

49 現代日本誤百科（242）：「機が満ちる」町田 健文学研究科教授 � 5.� 3（月） 中日（朝刊）

50 堀田 力の「幸福論」パネルディスカッション「よりよい高齢社会実現のために」開催：22日 平川仁尚医学部附属
特任助教がパネリストとして参加

� 5.� 3（月） 中日（朝刊）

51 ハンドボール東海学生リーグ（男子）：本学は中京大学に32-25で敗れる � 5.� 3（月） 中日（朝刊）

52 ハンドボール東海学生リーグ（男子）：本学は愛知大学に32-24で敗れる � 5.� 4（火） 中日（朝刊）

53 現代日本誤百科（243）：以前から「存在を把握」していた 町田 健文学研究科教授 � 5.� 4（火） 中日（朝刊）

54 化学オリンピック日本委員会の委員長を務める野依良治本学特別教授は、「新しいサイエンスを作るのは人だ。これ
からの若いリーダーたちは世界中に出かけて働くことが必要になる」と語る

� 5.� 4（火） 朝日（朝刊）

55 本学は「名古屋大学キャンパスマスタープラン2010」をまとめ、附属図書館の地中化や「ノーベル賞通り（仮称）」
創設などの構想を盛り込む

� 5.� 5（水） 中日（朝刊）

56 現代日本誤百科（244）：「癒されてください」町田 健文学研究科教授 � 5.� 5（水） 中日（朝刊）

57 講演会「『韓国併合・大逆事件』100年 なぜ今『坂の上の雲』なのか『暗い昭和』につながる『明るくない明治』」開
催：９日 安川寿之輔本学名誉教授が講演

� 5.� 5（水） 朝日（朝刊）

58 篠原久典理学研究科教授は、炭素系ナノ材料「ピーポッド」について「その内部ではどんな装置でも再現できない
特別な現象が起こる」と話す

� 5.� 5（水） 日刊工業

59 第７回大学施設マネジメント研究会「キャンパスマスタープランとファシリティマネジメント」開催：12日松岡利
昌施設計画推進室特任准教授 恒川和久工学研究科講師が講演

� 5.� 7（金） 朝日（朝刊）

60 訃報：柴田 博本学名誉教授 � 5.� 8（土） 中日（朝刊）
他２社

61 本学は2008年ノーベル物理学賞・化学賞展示室（博物館サテライト）を開設する � 5.� 8（土）
� 5.10（月）

� 5.11（火）

中日（朝刊）
日刊工業
朝日（夕刊）
読売
毎日（朝刊）

62 現代日本誤百科（254）：「長い歴史を秘めて」いる 町田 健文学研究科教授 � 5.� 9（日） 中日（朝刊）

63 サッカー東海大学選手権：本学は四日市大学に4-1で敗れる � 5.� 9（日） 朝日（朝刊）

64 第112回博物館特別講演会「北方の原風景ー根室の自然と野生動物」開催：29日 佐藤紳司理学研究科助教が講演 � 5.10（月） 中日（朝刊）

65 ライフル射撃 中部学生選手権：本学は男子団体で１位となる � 5.10（月） 中日（朝刊）

66 愛知県新人卓球：宮田佑揮さん本学学生（シングルス１位） � 5.10（月） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

67 玉置真悟さん本学学生は名古屋市の地域委員を務め、「市議会が地域委員会の予算案を否決すれば憂慮すべき事態。
市長も地域委員会の将来に責任を感じているのか」と疑問を投げかける

� 5.10（月） 読売

68 新美輝幸生命農学研究科助教は愛知学院大学のモーニングセミナーで「テントウムシから生物多様性を考える！」
と題して講演する

� 5.10（月） 中日（朝刊）

69 名大サロンの主役：近藤孝男理学研究科教授は「時を刻むシアノバクテリアの時計タンパク質」と題して講演する � 5.11（火） 中日（朝刊）

70 訃報：林 勲男本学名誉教授 � 5.11（火） 朝日（朝刊）
他２社

71 現代日本誤百科（246）：被害者の家族は「浮かばれない」町田 健文学研究科教授 � 5.11（火） 中日（朝刊）

72 博物館野外観察園見学会開催：12日 � 5.11（火） 中日（朝刊）

73 現代日本誤百科（247）：かなりの「球数を投げさせる」町田 健文学研究科教授 � 5.12（水） 中日（朝刊）

74 福田敏男工学研究科教授が米国電気電子学会の2010年度「ロボット・自動化技術分野賞」を受賞 � 5.13（木） 中日（朝刊）

75 現代日本誤百科（248）：「恐怖が現実となる」町田 健文学研究科教授 � 5.13（木） 中日（朝刊）

76 本学と中日本高速道路株式会社は包括的な連携協定を結ぶ � 5.14（金） 読売
他２社

77 牛乳市民講座「ミルクですこやかな毎日を」開催：６月13日 松田 幹生命農学研究科教授が基調講演を行う � 5.15（土） 中日（朝刊）

78 辻本哲郎工学研究科教授は「種の危機などに COP10の話題は集まりがちだが、具体的に行動するには、多数の分野
の研究者や市民が連携し、科学の知見や技術を生かして取り組むことが必要になる」と語る

� 5.15（土） 朝日（朝刊）

79 布目寛幸総合保健体育科学センター准教授はサッカー日本代表�本田圭佑選手の無回転キックを超高速カメラで撮
影し、直球を蹴るインステップキックと無回転キックの違いを分析する

� 5.15（土） 中日（夕刊）
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　2008年ノーベル物理学賞・化学賞 小林・益川・下村 ノー
ベル賞展示室が、５月10日（月）、理学部 A 館１階におい
て開室しました。
　同展示室は、本学卒業生の小林　誠博士と益川敏英博
士が2008年ノーベル物理学賞を、また本学元助教授の
下村　脩博士が2008年ノーベル化学賞を受賞したことを記
念し開室したもので、小林博士、益川博士、下村博士が本
学に提出した学位論文の複製などの資料や、ノーベル賞メ
ダルの公式レプリカを展示し、３博士がノーベル賞受賞に
至った研究を身近に感じられる展示を行っています。ノー
ベル賞メダルの公式レプリカについては、メダルの表・裏
が詳しく見られるよう、また、開室していない時でも展示
室の外から見られるように工夫を凝らして配置していま
す。

　また、小林博士や益川博士を育てた坂田昌一博士の研究
室（通称：E 研究室）や、下村博士を育てた平田義正博士
の研究室の研究成果や研究スタイルを、本学所蔵の豊富な
資料に基づいて紹介することで、これらの研究室からノー
ベル賞受賞者が輩出された理由や、現在まで受け継がれて
いる本学の自由闊達な研究・教育スタイルの一端をご覧に
なれます。  
　なお、同展示室は、平成23年春に、現在建設中の総合研
究棟（工学系）に移転する予定です。
　みなさまのご来場をお待ちしております。
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展示室の様子

ノーベル賞メダルの展示

小林博士（左）と益川博士（右）

INFORMATION

2008年ノーベル物理学賞・化学賞 
小林・益川・下村 ノーベル賞展示室が開室



平成22年度名古屋大学公開講座

日 程 テーマ 講　　師

8/17 映像表現の可能性 文学研究科 藤木　秀朗 准教授

8/19 政権交代後の日本政治：未来への挑戦 法学研究科 小野　耕二 教授

8/24 日本のものづくりの強さと弱さ 経済学研究科 西村　　眞 教授

8/26 DIY で挑戦する名大の素粒子・宇宙線の実験研究－の見てくれはあまり良くない－ 現象解析研究センター 中村　光廣 准教授

8/31 現代医学の最前線―遺伝子からみた病気の正体 医学系研究科 髙橋　雅英 教授

9/2 在宅療養者を支える家族介護者の健康問題と健康支援 医学部保健学科 堀　　容子 教授

9/7 LED が照らす地球 工学研究科 天野　　浩 教授

9/9 心理学―メディアがもたらす利用者への心理的影響 教育発達科学研究科 高井　次郎 教授

9/21 神経インターフェースの可能性と生命倫理－人と機械の直接的な関係は、どうなるのか？－ エコトピア科学研究所 大日方五郎 教授

9/28 昆虫の特異機能をさぐり害虫を退治する 生命農学研究科 新美　輝幸 助教

9/30 世界の農業、日本の食料 生命農学研究科 山内　　章 教授

10/5 ユビキタス環境・人間行動センシングで切り開く未来 工学研究科 河口　信夫 教授

10/7 スマートグリッドで電力システムはどう変わるのか？ 工学研究科 加藤　丈佳 准教授

10/12 宇宙天気研究の最前線 太陽地球環境研究所 菊池　　崇 教授

10/14 人間活動は地球気候をどう変化させるか？ 地球水循環研究センター 安成　哲三 教授

日 程 テーマ 講　　師

7/4 神経インターフェースの可能性と生命倫理 －人と機械の直接的な関係は、どうなるのか？－ エコトピア科学研究所 大日方五郎 教授

7/11 ユビキタス環境・人間行動センシングで切り開く未来 工学研究科 河口　信夫 教授

7/18 人間活動は地球気候をどう変化させるか？ 地球水循環研究センター 安成　哲三 教授

7/25 現代医学の最前線―遺伝子からみた病気の正体 医学系研究科 髙橋　雅英 教授

8/1 DIY で挑戦する名大の素粒子・宇宙線の実験研究 －の見てくれはあまり良くない－ 現象解析研究センター 中村　光廣 准教授

8/8 世界の農業、日本の食料 －アフリカのコメ増産に対する我が国の国際協力－ 農学国際教育協力研究センター 浅沼　修一 教授

8/15 政権交代後の日本政治：未来への挑戦 法学研究科 小野　耕二 教授

8/22 在宅療養者を支える家族介護者の健康問題と健康支援 医学部保健学科 堀　　容子 教授

8/29 宇宙天気研究の最前線 太陽地球環境研究所 菊池　　崇 教授

9/1 LED が照らす地球 工学研究科 天野　　浩 教授

■全学企画
テ ー マ：未来を切り開く－挑戦するNagoya University
開催日時：平成22年８月17日（火）～10月14日（木）の火 ･木曜日（祝日除く）
　　　　　午後６時～午後７時30分
会　　場：経済学部第１講義室
募集定員：200名
応募資格：満18歳以上の方
受 講 料：9,200円
申込期間：平成22年６月１日（火）～７月31日（土）
ホームページ：http://www.nagoya-u.ac.jp/international/lecture/open-lecture/
申込・問合せ先：研究協力部社会連携課「公開講座」係　TEL：052-789-5969

■ラジオ公開講座
テ ー マ：未来を切り開く－挑戦するNagoya University
放送日時：平成22年７月４日（日）～９月５日（日）の毎週日曜日　午前11時～11時30分
放 送 局：東海ラジオ放送（1332KHz）
問合せ先：研究協力部社会連携課「公開講座」係　TEL：052-789-5969
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日程 講座名等 会場 定員 受講料 問い合せ先

7/10（土）
14：00～17：00

医学部脳神経外科　第２回東海地区脳腫瘍セミナー
「脳腫瘍患者とその家族の為に」

医学部鶴友会館
大会議室

100名 無料
医学部脳神経外科（若林教授）
052-744-2355
wakabat@med.nagoya-u.ac.jp

7/17（土）
13：00～16：00

遺伝子実験施設　第９回 Jr. サイエンス教室 遺伝子実験施設 20名 無料
遺伝子実験施設事務室
052-789-3086
jr-sci@gene.nagoya-u.ac.jp

7/31（土）
13：30～16：00

情報科学研究科基盤研究公開セミナー
「物理学と情報科学の接点：量子情報と渋滞」

中央図書館
５階多目的室

100名 無料
情報科学研究科事務部庶務掛
052-789-4716
gsis@is.nagoya-u.ac.jp

8/4（水）
9：30～16：30

平成22年度第１期高大連携・ものづくり公開講座（第３回）
電子回路工作コース
　「不思議な楽器をつくろう！ テルミンの製作」
機械工作コース
　「スターリングエンジンを作って、実験を楽しもう」

創造工学センター
（IB 電子情報館
北棟10階）

各６名
程度

未定
（傷害保険料
+100円程度）

工学研究科創造工学センター
052-789-3788
mono@cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp

8/7（土）～8/8（日）
10：00～16：00

生物機能開発利用研究センター＂公開実験講座・2010＂
バイオサイエンス・バイオテクノロジーを体験する

生物機能開発利用
研究センター

15名 2,500円
生物機能開発利用研究センター
公開実験講座2010係
052-789-5194

8/9（月）～12（木）
10：00～17：00

数学アゴラ（夏季集中コース） 理学部１号館509号室 約100名 無料
多元数理科学研究科
教育研究支援室（大島）
052-789-5994

8/18（水）～19（木）
10：00～17：00
8/20（金）
9：30～

理学研究科・名古屋市科学館共催 第19回公開セミナー
「天文学の最前線」

名古屋市科学館（8/18）、
IB 電子情報館（8/19）及
び野依記念学術交流館
（8/20）

300名
1,000円�

（高校生500円）

理学研究科理論天体物理学グループ
（市來助教）
052-788-6193

8月頃、
2011年1月頃に各１日
13：30～15：30（予定）

エコトピア科学研究所市民公開講座
「電気でファッショナブルライフ、
あなたも今日からエコロジスト！」

未定 100名 無料

エコトピア科学研究所
エネルギーシステム寄附研究部門
（小島准教授）
052-789-5874
h-kojima@esi.nagoya-u.ac.jp

9月～2011年１月の
火曜日、全７回
18：30～20：00

国際開発研究科公開講座
「生物多様性を社会科学する」

国際開発研究科８階
第１会議室

30名 無料
文系事務部総務課総務グループ
（国際開発）（村瀬）
052-789-4952

9月～2011年３月の
土曜日、全10回
10：00～12：00

経済学研究科オープンカレッジ自由奔放サイエンス
経済学部
カンファレンスホール

150名 無料

経済学研究科
エクステンション・サービス
052-789-4927
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

10/16（土）
13：00～16：30

環境医学研究所公開講座
「不整脈心臓突然死からあなたを守る」

野依記念学術交流館２階
カンファレンスホール

200名 無料
環境医学研究所生体適応・防御
研究部門心・血管分野
052-789-5006

10/22（金）、29（金）、
11/5（金）
18：30～20：00

国際開発研究科公開講座
「アルゼンチン音楽にみる文化変容のダイナミズム」

国際開発研究科８階
オーディトリアム
（10/22、11/5）、
同第１会議室（10/29）

50名 無料
文系事務部総務課総務グループ
（国際開発）（村瀬）
052-789-4952

10/23（土）
10/30（土）
11/6（土）

平成22年度数学公開講座 理学部１号館509号室 約100名 無料
多元数理科学研究科
教育研究支援室（大島）
052-789-5994

11/20（土）
14：00～16：30

平成22年度鶴舞公開講座 中央診療棟３階講堂 200名 無料

医学部・医学系研究科事務部総務課
総務第一掛
052-744-2500
iga-sou1@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

12月中旬
13：00～18：00

遺伝子実験施設公開セミナー
野依記念学術交流館２階
カンファレンスホール

100名 無料
遺伝子実験施設事務室
052-789-3086
yamamura@gene.nagoya-u.ac.jp

2011/3/22（火）
9：30～16：30

平成22年度第１期高大連携・ものづくり公開講座（第４回）
計測・制御コース
　「データレコーダをつくろう！ USB 機器の製作」
工作コース
　「スターリングエンジンを作って、実験を楽しもう」

創造工学センター
（IB 電子情報館
北棟10階）

各６名
程度

未定
（傷害保険料
+100円程度）

工学研究科創造工学センター
052-789-3788
mono@cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp

� ※各公開講座については、http://www.nagoya-u.ac.jp/international/lecture/open-lecture/�に最新情報を掲載しています。

■部局企画
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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
　６月22日（火）
　場　　所：博物館３階講義室
　時　　間：13：30～
　入 場 料：無料
　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）

６月17日（木）
場　　所：文系総合館７階オープンホール
時　　間：16：00～18：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
教授　夏目達也　052-789-5696

第87回招へいセミナー
講演題目：「変革期を迎えた科学－科学者の品格とポスドク問題」
講 演 者：�坂東昌子氏（知的人材ネットワークあいんしゅたいん理事長、

日本物理学会元会長）
内　　容：�21世紀型の科学の変革が押し寄せている今日、科学者とは何か、

科学者の役割は何か。気候ゲート事件・データ捏造事件の背景
にある科学技術社会の変容とポスドク問題をとりあげて考え
ます。

６月17日（木）、７月21日（水）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
入 場 料：無料　

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第60回、第61回防災アカデミー
講演題目：「未来を見据えて具体的な対策を」（6/17）
講 演 者：和泉正哲氏（東北大学名誉教授）
講演題目：「東海豪雨から10年」（7/21）
講 演 者：辻本哲郎（工学研究科教授）

６月17日（木）、６月22日（火）、
７月６日（火）
場　　所：全学教育棟北棟406教室
時　　間：16：30～18：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
准教授　村尾玲美　052-789-4199

国際言語文化研究科　対話創生プロジェクト2010 
学際セミナー
テ ー マ：「学問といかに対話するか」
講演題目：「コーパスを利用した記述的日本語研究のアプローチ」（6/17）
講 演 者：杉村　泰（国際言語文化研究科准教授）
講演題目：「第二言語習得研究の種類と方法－実証研究を具体例として－」（6/22）
講 演 者：村尾玲美（国際言語文化研究科准教授）
講演題目：「比較マイノリティ学のすすめ－より学際的に－」（7/6）
講 演 者：田所光男（国際言語文化研究科教授）

６月22日（火）
場　　所：中央図書館５階多目的室
時　　間：18：00～19：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館友の会事務局　052-789-3666

附属図書館友の会トークサロン 
第20回ふみよむゆふべ
講演題目：�「古地図のなかの海域世界�

－『海東諸国総図』と『混一疆理歴代国都之図』－」
講 演 者：高橋公明（国際開発研究科教授）

６月24日（木）
場　　所：野依記念学術交流館
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：15：00～18：40

［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５回高等研究院レクチャー
テ ー マ：「思想史とアダム・スミス」
講演題目：「アダム・スミスの自然法学」
講 演 者：水田　洋（本学名誉教授）
講演題目：「スミスを読む近代フランス」
講 演 者：安藤隆穂（経済学研究科教授）

22 名大トピックス◦ No.205

イベントカレンダー



開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

６月26日（土）
場　　所：野依記念学術交流館
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：13：30～16：00
定　　員：200名
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
理学部・理学研究科庶務掛　052-789-2395

第19回理学懇話会
テ ー マ：「多くなると何かが変わる－多数の電子の多様な機能－」
講演題目：「電流が溶かす電子の氷」
講 演 者：寺﨑一郎（理学研究科教授）
講演題目：「高温超伝導現象を探る」
講 演 者：紺谷　浩（理学研究科准教授）

７月６日（火）
場　　所：理学部 B館319号室
時　　間：15：30～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
生命農学研究科
准教授　伊藤香純　052-789-4599

2010年度農学国際教育協力研究センター 
第１回オープンセミナー
講 演 者：エバンス・アテラさん（神戸大学修士課程２年）
内　　容：�Striga の寄生がネリカ品種に及ぼす影響と、サハラ以南アフリカにおける

その防除機構に対する農民の認識について。

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」

７月20日（火）～10月23日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
　　　　　（８月13日、14日は休館）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第14回博物館特別展 
「熱帯林－多様性のゆりかご－」
関連講演会
　場　　所：博物館３階講義室
　時　　間：14：00～15：30
　入 場 料：無料
　７月22日（木）
　講演題目：「熱帯林の資源利用」
　講 演 者：山本浩之（生命農学研究科教授）
　７月29日（木）
　講演題目：｢熱帯雨林の生物多様性｣
　講 演 者：中川弥智子（生命農学研究科准教授）
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新緑の中、会話を楽しむ留学生
（平成22年５月14日）

撮影協力：
NUPACE  ARIANIさん（左から） 

（インドネシア） 
RILEYさん 

（アメリカ） 
NYKVISTさん 

（スウェーデン）
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　第２代総長田村春吉は、1883（明治16）年、東京府京橋区
（現在は東京都中央区）に生まれました。第一高等学校か
ら東京帝国大学医科大学（のちの医学部）に進み、卒業後
も皮膚科教室に残って研究を続けました。
　そして1916（大正５）年、愛知県立医学専門学校教諭とし
て名古屋に赴任しました。ヨーロッパ留学後、愛知医専が
昇格した愛知医科大学教授、同大学附属医院長、同大学が
国に移管された名古屋医科大学教授を歴任、1932（昭和７）
年には同大学の学長に就任しました。時にワンマンとも言
われた積極的な采配をふるい、政府にもかけあって、大学
の施設を充実させていきました。
　同時に田村学長は、名医大を基礎として総合大学を創設
することに情熱をかたむけました。持ち前の行動力と政治
力で、名古屋市の政財界やジャーナリズムにその必要性を
うったえました。政財界人が集まったある席で、県知事が
博物館を建設する計画を述べると、田村はその場でこれに

反対し、総合大学の必要性を主張して、知事を翻意させ
たというエピソードも残っています。田村の支援者であっ
た加藤鐐五郎代議士は、あまりの熱心ぶりに当時の田村を
「綜合大学君」とあだ名していたと回想しています。1939
年に名古屋帝国大学が創立されると、医学部長として澁澤
総長を支え、農学部や文系学部の設置、東山のキャンパス
計画などにも取り組みました。
　敗戦後、1946年１月に田村が総長に就任した頃の名帝大
は、まさに前途多難でした。空襲で焼失したキャンパスの
復興や代替施設の確保、戦時期に建設された粗末な校舎
の建て替え、農学部や文系学部の新設、新制大学への移行
準備など、一つ一つですら困難な事業を、ほぼ同時に行わ
なければならなかったのです。これらの多くをなしとげた
田村総長の手腕は、高く評価されるべきだと思います。と
くに名大を名実ともに総合大学として確立したことは、長
年の本懐をとげたものといえるでしょう。

１　�田村春吉（1883－1949）。担当は皮膚科、泌尿器科などであった。この写真
は、名帝大医学部長時代のもの。

２　�愛知医専の皮膚病学花柳病学臨床講義。左の方に座っているのが、赴任して
間もない田村春吉。

３　�田村模型（名帝大キャンパス構想模型、139.5cm × 182cm）。スケールは1／1000だが、高
さのみ1／100と高低差が強調されている。田村医学部長が、東山のキャンパス計画を練るた
めに島津製作所に作らせたもの。下方を左右に渡る道が現在の山手通で、左下の青く塗られ
ている部分が鏡ヶ池。ほぼ中央部に見える太い道は当時実際には存在せず、医学部の東山移
転後の中央道路として構想されていた。長いブランクをへて５年前に発見され、大学文書資
料室によって保存処置が施されたのち、現在は本部１号館の玄関に展示されている。

４　�卒業生に囲まれ、感謝をうける田村総長（1949年３月）。この２ヵ月後、急な病に倒れ亡く
なった。無念にも、新制名古屋大学が誕生する僅か２週間前であった。逝去の直前、勲一等
瑞宝章が贈られた。

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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 ― 名大をひきいた人びと⑦ ―


	表紙
	目次
	ニュース
	中日本高速道路株式会社と包括的連携協力協定を締結
	名誉教授称号授与式・懇談会を開催
	平成22年 春の叙勲受章者決まる ―本学関係者5名が喜びの受章―
	濵口総長が自主学習室「エースラボS」を視察
	第58回防災アカデミーを開催 

	読み物
	[知の未来へ] 生物多様性・生態系保全に係る環境制度・政策と環境評価に関する研究
	[知の先端] 脂肪細胞由来ホルモン「アディポネクチン」
	[キャンパスクローズアップ ] インターナショナルレジデンス山手

	部局ニュース
	新外来棟及び周辺環境整備完成記念式典・祝賀会を挙行
	パリ・ヴァル・デュ・セーヌ国立高等建築学校との合同建築・都市設計ワークショップを開催
	エネルギーシステム寄附研究部門第5期創設記念式典・創設記念シンポジウムを開催
	シンクロトロン光研究センターシンポジウムを開催
	機関リポジトリへの登録数が1万件を突破

	環境への取り組み
	本学関係の新聞記事掲載一覧 平成22年4月16日～5月15日
	INFORMATION
	2008年ノーベル物理学賞・化学賞 小林・益川・下村 ノーベル賞展示室が開室
	平成22年度名古屋大学公開講座

	イベントカレンダー
	ちょっと名大史

