
人々をよく理解し、視野を広げるための最良の教師は、異文化で暮らすことだね。
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　名古屋大学オープンキャンパス2010
が、８月10日（火）から12日（木）の３日
間にわたり開催されました。これは、
高等学校２年生を中心とした大学進学
希望者を対象に、教育・研究における
特色の紹介や施設見学等を通じて「名
古屋大学で何が学べるか」を紹介し、
今後の適切な進路選択をする上での意
識を高めてもらうことを目的として、
毎年行っているものです。今年は７月
中旬から連日30度以上の気温が続いて
いましたが、オープンキャンパス開催
日も蒸し暑い中、多くの高校生が参加
しました。
　学部企画では、学部長をはじめ、教
職員・在学生が一体となり、趣向を凝
らした学部説明、模擬講義、施設見学
等が行われ、参加者は、教員や在学生
と直接懇談したり、自分の進路等につ
いて詳しく説明を聞き、熱心に質問を

したりメモを取るなど活気にあふれて
いました。
　３日間にわたり開催していた全体企
画では、参加者は豊田講堂において大
学紹介ビデオを視聴したり、附属図書
館、博物館、野依記念物質科学研究館、
赤﨑記念研究館、ノーベル賞展示室等
のキャンパス内の公開施設を自由に見
学しました。また、豊田講堂ホワイエ
には大学スタッフによる入試・就職・
課外活動等の相談ブースのほか、生協
学生委員による各学部の現役大学生と
の交流・相談ブースや教科書・参考書
の展示コーナーが設けられ、多くの参
加者が訪れ、大学生活に関する様々な
相談をしていました。
　今年度のオープンキャンパスは、７
月１日（木）午後３時から携帯電話の
ウェブサイトで参加受付を開始しまし
たが、申し込みの出足が非常に早く、

締め切りまでには全ての学部が募集人
員に達しました。オープンキャンパス
の参加者数は約7,400名で、募集人員
超過のため事前申し込みができなかっ
た参加者が約700名あり、総数では約
8,100名が来学しました。

オープンキャンパス参加者数

8月10日（火）
経済学部 702名
工学部 1,773名

8月11日（水）

教育学部 540名
法学部 872名
医学部（医） 442名
農学部 447名

8月12日（木）

文学部 728名
情報文化学部 269名
理学部 722名
医学部（保） 887名

合　　計 7,382名
＊�医学部保健学科は大幸キャンパスにおいて実施、
それ以外は東山キャンパスにおいて実施。
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　「高大連携教育プログラム（短期集中型）－中津川プロ
ジェクト－」が、８月10日（火）から12日（木）までの間、中
津川研修センターにおいて実施されました。
　同プログラムは、教育学部附属学校協議会の企画による
もので、２年目となる今回は、大学院教育発達科学研究科
附属中等教育研究センターも共催し、講師陣をさらに充実
して、大学との連携を一層強化しました。また、植田同セ
ンター長、附属学校教職員及び附属学校同窓生である本学
の学生も参加し、教育学部附属高等学校１、２年生の26名
を対象に行われました。
　プログラムは、昨年度を踏襲して、「よむ・かく・みる・
ふれる・ときはなつ」という学習テーマで実施し、６名の
本学教員によりロールプレイやグループワークなどの実技
を取り入れた講義や実習が行われました。
　杉山理事が担当した「よむ」「みる」では、何かを伝え
ようとする時、伝え手は受け手に理解してもらうため、い
かに工夫を凝らしているかについて学び、映画を素材にそ
うした工夫を読み取ることに挑戦しました。

　戸田山和久情報科学研究科教授が担当した「かく」では、
文章には届ける相手があり目的があることを念頭に置いて、
課題の絵を文字に書いて相手に伝える練習をしました。
　足立　守博物館特任教授が担当した「みる」「ふれる」
では、鉱物（岩石）の多様性を学ぶとともに、五感のすべ
てを使って自然を観察し、鉱物博物館での体験を通じて、
自分の感性を磨き、自然への理解を深めました。
　小松　尚環境学研究科准教授が担当した「みる」「かく」

「ときはなつ」では、日々過ごす住まいを違った目線で見
つめ、住まいに必要な要素、性能は何か、建築家は何を考
えて設計しているのかなどについて、グループで話し合
い、発表しました。
　安井浩樹医学系研究科寄附講座准教授、青松棟吉同助教
が担当した「みる」「ふれる」では、医師の診察場面を想
定したシナリオを基に診察のプロセスを実際に経験し、医
師は診察中に何を考え、何を診ているのかということを学
びました。また、呼吸音聴診シミュレータの発生する呼吸
音を聴診器で聞く体験もしました。
　また、２日目には生徒による自主企画が行われ、参加し
た教員らとの交流の中で、「大学で何を学ぶか」「どのよう
に進路を決めたのか」などについて真剣な討論がありまし
た。参加者は、普段聞くことがない大学教員の話を聞くこ
とができ、大いに盛り上がりました。
　こうした趣向を凝らした様々な企画を通じて、教科を超
えた学問に触れることができ、参加者にとって学問に啓発
された３日間になりました。
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　平成22年度名古屋大学若手育成プログラム（YLC プロ
グラム）の採用者が決定されました。
　YLC プログラムは、本学において教育・研究を将来に
わたり継続的に発展させるためには若手教員、特に助教ク
ラスの質的、量的な確保が重要であることを踏まえ、大学
全体として継続的かつ計画的に若手教員を採用、養成する

ために実施する戦略的なプログラムです。
　同プログラムには、若手研究者の関心が高く、短い公募
期間にも関わらず、71件の応募が寄せられました。YLC
審査委員会による厳格な書類審査及び濵口総長、近藤高
等研究院長をはじめとするヒアリング審査委員によるヒ
アリング審査を経て、将来を期待できる若手研究者11名
を YLC 教員として採用しました。彼らは、これから３年
間研究と教育の研鑽を積み、国際的経験も兼ね備えた研究
者・教員として自立することを目指します。
　なお、７月１日（木）、総長室において、同日付けの採用
者の辞令交付及び濵口総長、近藤高等研究院長を交えた懇
談会がありました。まず、総長から激励のあいさつがあり、
これを受け、採用者がそれぞれの抱負を述べました。総長
は、「相互に切磋琢磨と交流の場として、YLC 教員による
セミナーを定期的に開いてほしい」との期待を述べました。
YLC 教員セミナーは、今後、１、２カ月に１回程度の頻
度で行うことになっており、初回は９月中旬に開催する予
定です。

　海外高校教師受け入れ事業が、７月12日（月）から15日
（木）までの間実施され、海外８カ国から高校教師等教育関
係者15名が参加しました。この事業は、これまで名古屋市
が姉妹友好都市と実施してきた交流事業と本学が今年から
学生募集を開始する国際化拠点整備事業（グローバル30）
との連携事業として行われたもので、名古屋市の姉妹友好

都市の４都市等から高校教師等を招へいし、姉妹友好都市
との友好交流を深めるとともに、各都市の高校等から本学
への留学を勧奨・促進することを目的に実施されました。
　参加者一行は、12日（月）、濵口総長を表敬訪問した後、
サマー・プログラムの授業及び附属図書館の見学を行い、
グローバル30の説明を受けました。
　13日（火）には、名古屋の国際的産業交流を促進する活動
であるグレーター・ナゴヤ・イニシアティブの説明会に参
加した後、インターナショナルレジデンス山手、ノーベル
賞展示室、博物館及び名古屋大学交換留学受入れプログラ
ム（NUPACE）の授業を見学しました。
　また、14日（水）には、教育学部附属高校を訪れ、高校生
と交流しました。15日（木）は、名古屋市の担当者の引率の
もと、市内を観光した後、本学において開催された、ラッ
プアップミーティングと送別会に参加しました。
　送別会には、山田雅雄名古屋市副市長も出席しました。
参加者は、本学の高い教育レベルや整った学習環境、生活
しやすい名古屋市の環境に高い関心を示し、「帰国後は、
生徒達に名古屋大学への留学をぜひ勧めたい」という感想
が多く寄せられました。
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　第21回日本数学コンクール及び第14回ジュニア数学コン
クールが、８月８日（日）、本学を主催として、名古屋・大
阪・三重の３会場において開催されました。
　このコンクールは、中・高校生を対象に、新しい科学と
技術の開拓を担う青少年の発掘、伸長を図ることを目的に
開催しており、平成２年から「日本数学コンクール」を、
また、同９年から「日本ジュニア数学コンクール」を行っ

ています。
　今年度の課題は、両コンクールとも共通問題として、

「シャッフルの数理」、「球に内接する多面体」、「大きく切
り開こう」、「パネルの裏返し」の４題が出題され、181名
の小・中・高校生が、楽しく難しい数学の問題に取り組み
ました。

　第61回防災アカデミーが、７月21日（水）、環境総合館レ
クチャーホールにおいて開催されました。
　今回は辻本哲郎工学研究科教授が「東海豪雨から10年　
何が課題だったのか 何が克服されたのか そしてなお何が
課題か？」と題し、講演しました。
　辻本教授は、平成12年に発生した東海豪雨の際に土木学

会の調査団長を務め、被災地の水害調査をしました。講演
では、各河川堤防の破堤場所とその原因及び被災状況を克
明に述べ、豪雨災害に対する都市機能の脆弱さや経済被害
を含めた復旧時の課題を整理して話しました。
　今年は東海豪雨10年目の節目の年ということもあり、こ
の10年間の復旧事業の歩み、防災意識の維持・向上などに
ついて述べた上で、今後、想定を超えるような大水害に対
して、治水計画や避難体制の見直し、都市型水害への対応
方法について、法改正を含めた検討を基に、どのような戦
略で挑むべきかを解説しました。河川を中心とした水害研
究に携わってきた辻本教授ならではの資料に、参加者は、
大変興味深そうに見入っていました。
　参加人数は168名と過去最高で、会場だけでは席数が足
りず、レクチャーホール横の玄関ホールで講演を中継する
に至りました。特に企業や自治体などで河川水害対策など
に携わっている方も多く、大阪・静岡など遠方からの参加
も目立ちました。
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　SF 映画でお馴染みの宇宙人は何処からきたの
でしょう？　火星人を除けば、それは太陽以外の
星を廻る惑星（系外惑星）からでしょう。この
SF でしかなかった系外惑星が現在では天文学の
最前線になっています。系外惑星は、1995年に初
めて発見されてから、これまでに400個以上みつ
かっています。ほとんどの発見は、惑星が主星で
ある恒星の周りを廻る反動でその主星自身が“ふ
らつく”ところをとらえる「視線速度法」や、惑
星が主星の前を横切る時に主星が一瞬暗くなる

“食”を観測する「トランジット法」によるもの
です。これらの方法では、惑星が重く主星に近い
ほど発見し易く、これまで発見された系外惑星
は、木星のような巨大ガス惑星が主星の近くを高
速で回っている物など、我々の太陽系とは似ても
似つかない物ばかりでした。
　日本とニュージーランドの共同研究である我々
MOA（モア）グループは、重力マイクロレンズ
現象を利用して系外惑星の探索に取り組んでいま
す。この現象は、アインシュタインの一般相対性
理論が予言する「光が重力によって曲がる」と言

う性質のために起こります。ある星（ソース）の
前を偶然別の星（レンズ）が横切るとその星の重
力によって背後のソース星からの光は曲げられて
レンズの様に集光され、突然明るくなった様に見
えます。普通の星がレンズとなった場合、約２週
間で、単調に数倍～数千倍明るくなって、また同
じ早さで元の明るさに戻っていきます。しかし、
もしこのレンズ星の周りに惑星があると、その惑
星の重力の影響で単調でない増光が余分に加わり

（図２）、この惑星を検出できます。この方法で
は、従来の方法では困難だった地球質量程度の惑
星まで感度があり、これ迄に地球の5.5倍の質量
の惑星を発見しました。現在も第２の地球発見を
目指して観測中です。世界各国でも、宇宙望遠鏡
などを使った大型計画が続々と進行中で、生命が
存在しうる様な第２の地球発見を目指して激しい
国際競争となっています。近い将来には宇宙にお
ける「地球」の存在量（我々の地球は宇宙では珍
しい物なのかありふれた物なのか）などの理解が
進み、地球外生命の存否も確認できる様になるで
しょう。
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図１　�マイクロレンズによる系外惑星検出のイメージ。主星のレンズ効果で曲がったソースからの
光を惑星がさらに曲げ複雑な増光を示す。

図２　�5.5地球質量の系外惑星系の光度曲線（ソース星の明るさの増光率
の時間変化）。複数実験のデータを合わせたもの。中央の大きな
ピークは、主星によるマイクロレンズの増光。その右、吹き出し中
に拡大されている小さなピークが惑星による増光。

知
の
未
来
へ
―
若
手
研
究
者
の
紹
介

第
２
の
地
球
探
し 

―
人
類
は
孤
独
な
の
か
？
―

太
陽
地
球
環
境
研
究
所
助
教

住　

貴
宏



　熱帯以外の地域に生息する多くの動物は日の長
さ（日長）の変化をカレンダーとして、食糧が豊
富で温暖な春に出産あるいは産卵を行う「季節繁
殖」と呼ばれる戦略をとっています。これらの動
物は繁殖活動を行う特定の季節にのみ、精巣や卵
巣を発達させます。私たちは洗練された季節繁殖
を示すウズラ（図１）に着目して、この仕組みの
解明に取り組んできました。その結果、脳下垂体
の付け根に位置する下垂体隆起部において、日長
が12時間を超えた際に合成される甲状腺刺激ホル
モン（TSH）が、脳に春を告げる「春ホルモン」
として働いていることを明らかにしました（図２）

（Nature 2003, 2008）。
　哺乳類においては、眼が唯一の光受容器官とさ
れていますが、哺乳類以外の脊椎動物は眼の他に
も脳の松果体や脳深部で光を受容することが知ら
れています。ウズラは眼や松果体を除去してもな

お、日長の変化を感知し、精巣を発達させます。
また光ファイバーで脳深部にのみ、局所的に光を
照射すると精巣が発達します。一方、頭皮の下に
墨汁を注入し、脳に光が到達しないようにすると
精巣の発達は抑制されます。これらの事実はウズ
ラが脳深部に存在する脳深部光受容器によって、
春（光）を感知していることを示しています。脳
深部光受容器の存在を指摘した報告は約100年前
のカール・フォン・フリッシュの魚の体色変化に
関する研究まで遡ることができますが、その実体
は謎に包まれたままでした。そこで今回、私たち
のグループは大学院生の中根右介君を中心にウズ
ラの脳深部光受容器の同定に挑戦しました。
　私たちの網膜には暗所視を司る桿体細胞と明所
視を司る錐体細胞があります。桿体細胞にはロド
プシン、錐体細胞には３種類の錐体オプシンと呼
ばれる視物質がそれぞれ存在します。これらの視
物質はいずれも共通の祖先から遺伝子重複によっ
て多様化したと考えられており、ロドプシン類と
総称されています。ゲノム計画によりロドプシ
ン、錐体オプシンの他にも機能未知のロドプシン
類が存在することがわかりました。私たちはウズ
ラに近縁で、ゲノムが解読されているニワトリの
ゲノム配列からロドプシン類に属する遺伝子を探
索し、それらの発現をウズラの脳において網羅的
に調査しました。その結果、これまで機能が知
られていない新規なロドプシン類の「オプシン
５」のみが視床下部の「髄液接触ニューロン」と
よばれる神経細胞に発現していることを発見しま
した（Proc Natl Acad Sci USA 2010）。髄液接触
ニューロンは突起状の構造を脳室に伸ばしていま
すが（図2）、この構造が発生過程の網膜の視細胞
の形態と酷似しているため、古くから脳深部光受
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図１　頭の中で紫色の光を感じて精巣を発達させるウズラ
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脳深部光受容器を探して

吉村　崇　大学院生命農学研究科教授



容器の候補として疑われていました。そこで次に
オプシン５の光応答能を検討したところ、紫色の
光に感受性を示す視物質であることが明らかにな

りました。一般的に赤色光などの長波長光の方が
青色光や紫色光などの短波長光よりも組織を透過
しやすいため、脳深部光受容器は長波長光に感受
性の高い視物質であると考えられていました。し
かし、紫外線を含む短波長光はウズラの脳深部に
到達すること、さらに、紫外線は羽、皮膚、骨、
脳などの組織を透過する際に紫色光や青色光の自
家蛍光を発することから、オプシン５は脳内で紫
外線から青色光までの短波長光をキャッチして精
巣を発達させる視物質であると考えられました。
　哺乳類においては眼が唯一の光受容器官である
と長年信じられてきましたが、オプシン５遺伝子
はヒトやマウスにも存在し、網膜や脳内で発現し
ていることも確認されています。ひょっとすると
私たちヒトも無意識のうちに脳の中で光を感じて
いるのかもしれません。
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図２　鳥類が脳内で光を受容し、春を感知する仕組み
　　　�髄液接触ニューロンに発現する新規視物質「オプシン５」

で受容された光情報は下垂体隆起部へ伝えられると春ホ
ルモン「TSH」が分泌される。TSH は視床下部に作用し，
光周性を制御する鍵遺伝子「DIO2」の発現を誘導する。
DIO2（２型脱ヨウ素酵素）は視床下部において局所的に
甲状腺ホルモン「T4」を活性の高い「T3」に変換し，脳
の形態変化をもたらし、生殖腺刺激ホルモン放出ホルモ
ン（GnRH）の分泌が促され、生殖腺が発達する。

1993年名古屋大学農学部卒業、1996年名古屋大学大学院農学研究
科中途退学、1996年－2005年名古屋大学農学部助手、2005－2008
年同助教授、2008年より同教授及び大学院生命農学研究科附属鳥
類バイオサイエンス研究センター長（兼務）。
モットー：�生き物が教えてくれることに謙虚に耳を傾ける。科学を

楽しみ、自分らしい研究をする。
ひとこと：�昨今は応用研究が推奨される風潮がありますが、役に立

ちそうにない基礎研究も尊重して科学のすそ野を広げて
おかないと日本の科学の将来は暗いと思います。

よしむら　たかし



　７月19日から25日にかけてカナダ モンクトン
で第13回世界陸上ジュニア選手権が行われまし
た。私は5000メートルの代表として参加させてい
ただきました。私は小学校から陸上を始めまし
た。中学校では全国大会で優勝することができま
したが、高校では故障に苦しみました。辛いとき
もありましたが、また絶対に走るんだという気持
ちで、リハビリや練習に取り組みました。そのよ
うな経験があったので、代表に決まった時は心か
ら嬉しかったです。　
　カナダでは12時間の時差、長時間の移動、国際
大会独特の雰囲気など、初めて経験することばか
りで戸惑うこともたくさんありました。また出発
する前は調子が良かったのですが、現地について
からは、あまり体が思うように動かず、海外での
コンディショニングの難しさを感じました。自
分の走りができるだろうか、と不安になりました
が、それでもベストの状態で走れるように、自分
にできることを精一杯やり、本番に調整していき
ました。前日の練習では動きにも軽さが出てきた
ので、とにかく力を出し切ろう、と前向きな気持
ちでレースに臨むことができました。緊張はして
いましたが、それよりも海外のトップ選手と走れ
ることにわくわくしていました。

　レースは第２集団を引っ張る形で進みました。
必死だったので順位もタイムも全く気にしていま
せんでしたが、その中でも前を走る選手を少しず
つ抜かしていくいいレース展開をすることができ
たと思います。結果は自己ベストを20秒更新、５
位入賞というものでした。今の自分の力は出せた
と思いますが、先頭集団に初めからついていけな
かったことがとても悔しかったです。また海外初
のレースだったので、もっと挑戦してもよかった
のでは、という思いも残りました。しかし世界の
トップ選手の走りを肌で感じ、実力の差を痛感し
たことで、トップ集団で勝負できるようになりた
いという思いが強くなりました。
　今回の経験をスタートラインに、これからは毎
日の練習をもっと大切にして、着実に力をつけて
いきたいと思います。高校では故障に苦しみ思う
ように走れなかったので、今走れることがとても
幸せです。走る喜びを忘れず、高い志を持って頑
張りたいと思います。

10 名大トピックス◦ No.208

すずき　あゆこ
1991年10月８日生まれ
愛知県出身

学
生
の
元
気

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

経
済
学
部
１
年

鈴
木　

亜
由
子



　大学院多元数理科学研究科は、８月２日（月）より６日
（金）までの５日間、同研究科棟において、国際会議「代数
群と量子群の表現論　2010」を開催しました。
　この会議は、同研究科が平成13年度より毎年様々なテー
マで開催している名古屋国際数学コンファレンスの第10 
回目にあたり、今回は代数群や量子群の表現論の最新の成

果の発表とともに、若手研究者の国際交流を目的として行
われました。同分野での国際会議は、日本では３回目にな
ります。会議には、国内外から約120名の研究者が参加し、
海外からは、アメリカ、中国、韓国、オーストラリア、イ
ギリス、フランス、イタリア、ドイツ、カナダ、イスラエ
ルなどから約50名が参加しました。海外参加者の半数以上
を大学院生やポスドク研究員が占めており、同会議に対す
る海外の若手研究者の関心の高さを示していました。
　会議では、アフィン・ヘッケ環や、アフィン量子群の表
現論、リー環のモジュラー表現論、 結晶基底の理論、クラ
スター代数の理論などを中心に、日本人11名、外国人11名
の計22名による講演が行われました。カン・ソクジン ソ
ウル国立大学校教授による「量子クイアー超代数の結晶基
底」と題する講演に始まり、最後のグスタブ・レイラー 
シドニー大学教授による「量子等質空間と量子アフィン空
間の同変 K- 理論」と題する講演に至るまで熱気あふれる
講演と討論が繰り広げられました。

　大学院法学研究科、法政国際教育協力研究センターは、
８月11日（水）、同センター玄関前において、「名古屋大学 
伊藤康祐基金」記念プレート上掲式を挙行しました。
　伊藤康祐さん（当時、法学部３年生）は、留学生に対す
る支援や法整備支援の活動に熱心に取り組み、将来は国際
的な弁護士になることを目指していましたが、昨年３月

に病気のため急逝しました。伊藤さんの遺志を何らかの
形で継いでいきたいとのご両親のご意向で、ご香典全額
を寄附いただいたことから、同研究科では、「名古屋大学 
伊藤康祐基金」を創設し、法整備支援を担う若手人材の育
成や体制移行国からの留学生支援のために運用していくこ
ととなりました。伊藤さんが日々の勉強や生活を通して考
えたことをブログに書き残していたものを編集した『個独
のブログ』（三五館）と題した本が今年３月に刊行されま
したが、その印税についても新たに寄附いただき、同基金
に組み込まれました。
　伊藤さんが残した「私の使命は、知性と勇気によって世
界をプラスの方向へと変革することである。人を憎まず、
常に誠実たれ」という言葉を刻んだ記念プレートは、同研
究科、同センターの教職員、学生、また、同日に開催され
たサマースクール「アジアの法と社会2010」の受講者など
50名あまりの出席者が見守る中、伊藤さんのご両親、鮎京
法学研究科長、伊藤さんが国際的な弁護士を目指すきっ
かけとなる講義を行ったベロニカ・テイラー オーストラ
リア国立大学教授の手により、法政国際教育協力研究セン
ターの壁に設置されました。
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第10回名古屋国際数学コンファレンスを開催
●大学院多元数理科学研究科

伊藤康祐基金記念プレート上掲式を挙行
●大学院法学研究科、法政国際教育協力研究センター



　附属図書館は、７月28日（水）から30日（金）の３日間、国
立情報学研究所（NII）との共催により、中央図書館多目
的室において、平成22年度学術ポータル担当者研修を実施
しました。
　７回目となる今年度は、「機関リポジトリの構築・運営」
をテーマに、機関リポジトリの企画・立案・運用を担当す

る職員に必要となる運営上の知識を身につけることを目的
として開催され、全国の国公私立大学の職員30名が受講し
ました。
　研修プログラムの作成や講師選出には、NII の学術機関
リポジトリ構築連携支援事業の委託事業として活動する連
携組織であるデジタル・リポジトリ・フェデレーション等
が協力し、工夫をこらした内容となりました。
　受講者は、仮想の大学のプロジェクトチームとして、大
学上層部や研究者にプレゼンテーションを行うという想定
で、グループ毎に機関リポジトリ構築のプランニング実習
を行いました。システム概論などの講義、著作権処理やメ
タデータ作成の実践的演習の後、最終的なプレゼンテー
ション資料を作成した受講者は、教授会や理事会メンバー
に扮した講師陣を前にしたロールプレイ形式の発表会に臨
み、講師からの厳しい質問にも見事に回答していました。
　研修期間を通じ、講師陣を含めて、全国各地で機関リポ
ジトリの構築・運用を担う者同士の連帯感が生まれ、人的
連携といった面でも、機関リポジトリの構築・運用を推進
する実践的研修となりました。

　大学院情報科学研究科は、７月31日（土）、中央図書館多
目的室において、基盤研究公開セミナーを開催しました。
　セミナーでは、「物理学と情報科学の接点　量子情報と
渋滞」をテーマに、小澤正直情報科学研究科教授による「不
確定性原理は、超高速コンピュータと絶対に安全な暗号を
可能にする」、杉山雄規同教授による「渋滞はなぜ発生す

るのか－渋滞形成の数理と実証実験－」と題した講演が行
われました。
　小澤教授は、まず古典力学から量子力学への歴史的な流
れを説明し、ハイゼンベルグの不確定性原理そして自らが
提唱した小澤の不等式へと話を進めました。そして、イン
ターネットの普及によって関心が高まっている暗号につい
て、量子情報を利用した安全性の高い量子暗号の開発及び
暗号解読に関連して量子計算を利用した超高速コンピュー
タの可能性について紹介しました。
　杉山教授は、高速道路利用料金の軽減に伴って関心が高
まっている渋滞について、まず交通流の実測データを解析
した結果を示しながら、渋滞とはどのような物理的現象で
あるのか説明しました。そして、その特性を簡単に数式で
表現する最適速度模型を示し、シミュレーションや実車を
用いた渋滞形成実験によってその模型の普遍性が検証さ
れ、渋滞のみならず様々な現象へ応用できることを紹介し
ました。
　それぞれの講演後には、活発な質疑応答が行われ、猛暑
の中にもかかわらず盛況なセミナーとなりました。
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平成22年度学術ポータル担当者研修を実施
●附属図書館

基盤研究公開セミナーを開催
●大学院情報科学研究科



　博物館では、７月31日（土）、同館展示室において、第34
回博物館コンサート（NUMCo）を開催しました。
　このコンサートは、本物の標本に囲まれた環境で本物の
音楽に触れてもらおうという催しで、今回はフォルクロー
レのグループ「ティエラブランカ」による「アンデスの風」
と題したコンサートが開催されました。
　「コンドルは飛んでゆく」、「人生の列車」など、アンコー
ルを含め10曲が披露され、約240名の聴衆は、手拍子や体
を揺らしながら楽しんでいました。演奏の合間に、チャラ
ンゴやサンポーニャ、ケーナなど南米特有の楽器の解説
や、メンバーと南米との関わりなどの紹介もあり、あっと
いう間に２時間近く経ちました。
　また、南米民族楽器の体験コーナーも設け、ヤギの爪で
作った楽器を始め、十数種類の楽器を手に取ることが出
来、大変好評を博しました。

　工学部は、８月９日（月）、工学部２号館等において、テ
クノサイエンスセミナー「学んで、触れて、見てみよう
－最先端知能機械の世界－」を開催しました。
　このセミナーは、高校生を対象に､ 最先端の研究に触れ、
実験を通して大学の研究者と交流する中で、科学技術の面
白さを肌で感じ、工学に対して新たな興味を持ってもらう
ことを目的に、平成８年度から毎年テーマを変えて開催し
ているもので、今年は、機械理工学専攻電子機械工学分野
の教員が実施し、21の高等学校から50名の高校生が参加し
ました。
　参加者は班に分かれ、午前に、振動工学、脳の運動制御、
制御工学といった機械工学の基礎分野とシミュレーション
工学、カー・ロボティクス、マイクロ・ナノ工学といった
先端分野に関する講義を受講し､ 午後には午前中に受講し
た講義のテーマ毎に分かれ、電子機械工学における身近な
話題から最先端の研究分野に至る、大学の実験を体験しま
した。参加者は、担当教員や大学院生のアドバイスを受け
ながら実習を体験することによって、工学を学ぶ面白さを
体感したようでした。

　工学部は、８月４日（水）、同学部電気電子・情報工学科
の各実験室等において、テクノフロンティアセミナー「触
れてみよう、電子と情報の最先端に」を開催しました。
　このセミナーは、電気電子・情報分野の最先端の研究を
直接体験し、工学の面白さを理解してもらうことにより、
近年の若年層の理工系離れを少しでも解消することを目的
に、毎年この時期に、高校生を対象に開催しているもので、
今年は東海地方を中心に12の高等学校から21名の高校生が
参加しました。
　参加者は、「電子ブロックで体験する物理と研究最前
線」、「太陽電池でエコ発電」など６つの実験課題の中から
各自が選んだ課題について、同学科の教員や大学院生のア
ドバイスのもと、試行錯誤を繰り返しながらも、熱心に製
作・実験に取り組みました。参加者は、教員や大学院生と
の交流や大学施設の利用を通じて、大学生活を実感できた
ようでした。
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第34回博物館コンサートを開催
●博物館

テクノサイエンスセミナーを開催
●工学部

テクノフロンティアセミナーを開催
●工学部



　博物館は、７月30日（金）、同館講義室において、第116
回特別講演会を開催しました。
　同講演会は、７月27日（火）から９月30日（木）まで開催さ
れる博物館特別企画「恐竜たちがやってきた－化石から学
ぶ過去の生物多様性－」の関連講演会で、恐竜や海棲ハ虫
類研究の第一人者である真鍋　真国立科学博物館地学研究

部主幹による「名古屋大学博物館で学ぶ最新恐竜学」と題
した講演が行われました。
　真鍋主幹は、講演で、本学の恐竜標本及び化石からわか
ることについての説明をし、続いて、最新の恐竜研究から
明らかになってきた事柄について解説しました。骨の中
の組織から生体分子を抽出して系統や進化の情報を得る
研究、色素の構造の痕跡から恐竜の色を復元する研究、鳥
のように子育てをすると考えられてきた恐竜の生活様式の
再解釈など、他では聞くことができない最新の研究成果が
次々と紹介され、約140名の参加者は、最後まで熱心に聴
き入っていました。
　講演後、展示スペースの恐竜化石を前にして行ったギャ
ラリートークでは、小学生を中心に多くの質問がありました。
　一般の方の恐竜への関心が非常に高いことから、博物館
では、再度恐竜に関する講演会を行う予定です。
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記事 月日 新聞等名

1 私の履歴書（16）：下村 脩本学特別教授 クラゲ探し � 7.16（金） 日経（朝刊）

2 林 希一郎エコトピア研究所教授は遺伝資源の利益配分についての国同士の意見の隔たりについて、個別契約の例
などを考えると希望が持てないわけではないと語る

� 7.16（金） 読売

3 坪木和久地球水循環研究センター准教授は八百津町と可児市に大きな被害をもたらした局地的な豪雨が起きた仕組
みについて解説する

� 7.17（土） 朝日（朝刊）

4 現代日本誤百科（281）：「自分がうれしい」町田 健文学研究科教授 � 7.19（月） 中日（朝刊）

5 私の履歴書（19）：下村 脩本学特別教授 いったん帰国 � 7.19（月） 日経（朝刊）

6 「ひらめきときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ KAKENHI「『ハスの葉のすごい』を顕微鏡でのぞいてみ
よう�水がコロコロ転がる表面」開催：８月６日 工学研究科・高井 治研究室、エコトピア研究所・齋藤永宏研究室
で顕微鏡を使った実験を行う

� 7.19（月） 朝日（朝刊）

7 産学連携：本学は株式会社アドバンテストとともにテラヘルツ波利用の3Dイメージング解析システムを製品化、
NTN株式会社と脳動脈瘤塞栓用コイル挿入力測定装置で協力、西松建設株式会社と海岸線防災施設を研究、太平洋
セメント株式会社と超高耐久コンクリート用セメントの開発で協力する

� 7.20（火） 日刊工業

8 マイナス80：見えるか？（１）竹内恒夫環境学研究科教授 � 7.20（火） 中日（朝刊）

9 現代日本誤百科（282）：「最悪のロケ日和」町田 健文学研究科教授 � 7.20（火） 中日（朝刊）

10 北野 玲さん本学大学院生は「国際ユース会議 in 愛知」に参加する抱負を語る � 7.20（火） 中日（朝刊）

11 谷本正幸工学研究科教授を中心とする研究グループが開発した究極の3D�テレビである自由視点テレビ FTV
（Freeviewpoint�TV）が、2022年サッカーワールドカップ日本開催の切り札として期待される

� 7.20（火） 毎日（夕刊）

12 現代日本誤百科（283）：薬剤師「不在中」町田 健文学研究科教授 � 7.21（水） 中日（朝刊）

13 英語サロン「Art and Satori」開催：24日 マシュー・ペロースキーさん本学大学院生が話す � 7.21（水） 中日（朝刊）

14 小野耕二法学研究科教授は名古屋市議会改革推進協議会の意見聴取に講師として招かれる � 7.21（水） 読売

15 野依良治本学特別教授は第42回国際化学オリンピックの開会式に出席する � 7.21（水） 日刊工業

16 現代日本誤百科（284）：「防犯カメラ監視中」町田 健文学研究科教授 � 7.22（木） 中日（朝刊）

17 私の履歴書（22）：下村 脩本学特別教授 イクリオン  � 7.22（木） 日経（朝刊）

18 本学は宇宙航空研究開発機構の小型科学衛星２号機以降のミッション候補に参加する � 7.22（木） 日刊工業

19 中部国際空港で行われる小学生向け職業体験講座「グローバルワークキッズ」の先生役を務める本学留学生約20人
が空港を訪れ、事前の現場チェックに臨む

� 7.22（木） 中日（朝刊）

20 本学などが参加する「６大学特異構造金属・無機融合高機能材料開発共同研究プロジェクト」が今年度から始まる � 7.23（金） 日刊工業

21 陸上世界ジュニア選手権：鈴木亜由子さん本学学生（5000メートル ５位入賞） � 7.23（金） 朝日（朝刊）
中日（朝刊）

22 本学は愛知県教育委員会と連携し、平成22年度高大連携高校生防災教育推進事業「高校生防災セミナー」を開催す
る：26日～12月24日の間の５日間  福和伸夫環境学研究科教授などが講演

� 7.23（金）
� 7.27（火）

読売
中日（朝刊）

23 第32回博物館コンサート�「フォルクローレ南米民族音楽－アンデスの風ー」開催：31日 � 7.23（金）
� 7.27（火）

読売
中日（朝刊）

24 本学は留学生や帰国子女を対象に英語のみで授業を行う「国際プログラム群」を来年10月に新設する � 7.24（土） 朝日（朝刊）
中日（朝刊）

25 パネル・ディスカッション「日本のジャーナリズムはネットで育つか？」＆国際言語文化研究科メディアプロフェッ
ショナル・コース進学説明会開催：16日

� 7.24（土） 中日（朝刊）

26 私の履歴書（25）：下村 脩本学特別教授 新しい拠点へ  � 7.25（日） 日経（朝刊）

27 現代日本誤百科（285）：警察は「逮捕の自信」を見せていた 町田 健文学研究科教授 � 7.26（月） 中日（朝刊）

28 第２回全国学生能楽コンクール開催：25日 本学観世会が参加し、優秀賞を受賞する � 7.26（月） 中日（朝刊）

29 梛野正人医学系研究科教授のグループが、進行した肝門部胆管がんを切除する手術で極めて高い成功例を挙げ、
米国の医学雑誌「アナルズ・オブ・サージェリー」にその成果が掲載される

� 7.26（月） 中日（夕刊）

30 本学は国際化方針やゆとり教育の影響による学生の学力低下への対策として、新入生対象の英語教育に力を入れる � 7.26（月） 中日（夕刊）

31 名大サロンの主役：川合伸幸情報科学研究科准教授が「かまれたことが無いのに、どうしてヘビが怖いのか」と題
して講演

� 7.27（火） 中日（朝刊）

32 第115回博物館特別講演会「熱帯雨林の生物多様性」開催：29日 中川弥智子生命農学研究科准教授が講演 � 7.27（火） 中日（朝刊）

33 COP10 社会と学術の対話フォーラム「生物多様性を主流に」開催：９月４、５日 林 希一郎エコトピア科学研究
所教授、竹内恒夫環境学研究科教授、林�良嗣同教授がコーディネーターを務め、西川芳昭国際開発研究科教授、
山田容三生命農学研究科准教授、渡邊幹彦環境学研究科特任教授が話す

� 7.27（火）
� 8.15（日）

中日（朝刊）

34 現代日本誤百科（286）：「次の感動が始まる」町田 健文学研究科教授 � 7.28（水） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

35 第117回博物館特別講演会「モンスーンアジアの焼畑と自然資源利用」開催：８月５日 横山 智環境学研究科准教
授が講演

� 7.28（水）
� 7.30（金）

中日（朝刊）
読売

36 本学は東京大学教授 福山 透氏に特別招へい教授を委嘱すると発表 � 7.29（木） 中日（朝刊）

37 現代日本誤百科（287）：「敬愛なる」ブラームス 町田 健文学研究科教授 � 7.29（木） 中日（朝刊）

38 博物館特別企画「恐竜たちがやってきた－化石から学ぶ過去の生物多様性」開催：６月５日～９月30日 � 7.29（木） 読売

39 第116回博物館特別講演会「名古屋大学博物館で学ぶ最新恐竜学」開催：30日 � 7.29（木） 読売
中日（朝刊）

40 小野耕二法学研究科教授は、名古屋市長と名古屋市議会の関係を「リコールに向けた雰囲気づくりでないか。市民
生活に関連した政策での議論といえず、無用な対立だ」と指摘する

� 7.29（木） 読売

41 本学は株式会社リクルートの高校３年生の東海地方における大学志願度ランキングで１位となる � 7.29（木） 中日（朝刊）

42 シンポジウム「食からみる生物多様性の世界」開催：31日 西川芳昭国際開発研究科教授が講演 � 7.31（土）
� 8.� 1（日）

中日（朝刊）
読売
中日（朝刊）

43 愛知県ターゲットアーチェリー：山本真也さん本学学生（総合１位） � 8.� 2（月） 中日（朝刊）

44 現代日本誤百科（288）：「怒り心頭に欲する」町田 健文学研究科教授 � 8.� 2（月） 中日（朝刊）

45 吉村 崇生命農学研究科教授ら ウズラの脳深部で光を感知する新規な視物質「オプシン５」を発見 � 8.� 3（火） 中日（朝刊）
他２社

46 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「次世代へのメッセージ」開催：９月23日 野依良治本学特別教授、益川敏英
同特別教授が参加する

� 8.� 3（火） 朝日（朝刊）

47 井龍康文環境学研究科教授らのグループは地球環境がサンゴ礁に与えた影響を解明するため、今年冬から琉球列島
でサンゴ礁の堆積物の掘削調査を開始する

� 8.� 3（火） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

48 現代日本誤百科（289）：「人命救助は生半可ではない」町田 健文学研究科教授 � 8.� 3（火） 中日（朝刊）

49 足立 守博物館特任教授は今年３～７月に開催された南山大学との合同企画展について、「近隣の大学が連携を深め
ていけば、それぞれの博物館の魅力がより高まる」と話す

� 8.� 3（火） 中日（朝刊）

50 本学は文部科学省の「大学等産学連携自立化促進プログラム」の中間評価で「目標・実績数値が低い」として SABCD
の５段階評価で Bとなる

� 8.� 3（火） 日刊工業

51 名古屋テレビ塔「清涼茶会」開催：７～９日 本学など４大学の松尾流茶道部・研究会からなる紫親会が主催する � 8.� 3（火） 中日（朝刊）

52 太田美智男産学官連携推進本部特任教授らと株式会社富士通研究所は食中毒の原因となる毒素を短時間で正確に検
出できる技術を開発する

� 8.� 3（火）

� 8.� 6（金）

中日（朝刊）
日刊工業
朝日（朝刊）

53 テクノ・フェア名大2010�「STEP�IN�TO�THE�FUTURE」開催：９月３日 石川孝司工学研究科教授、馬場嘉信同教授な
どが登壇

� 8.� 4（水） 日刊工業

54 野依良治本学特別教授は７月に開催された第42回国際化学オリンピック日本委員会委員長として謝辞を述べる � 8.� 4（水） 日経（朝刊）

55 現代日本誤百科（290）：「今が最盛期を迎えている」町田 健文学研究科教授 � 8.� 4（水） 中日（朝刊）

56 米航空宇宙局が４日頃に日本でもオーロラが観測できるかも知れないと発表したことに関して、太陽地球研究所は
「日本で肉眼でオーロラを観測できたのは北海道に限られるが、高感度カメラを使えば、長野県や滋賀県でも観測例
がある」と話す

� 8.� 4（水） 朝日（夕刊）

57 古希の名大 第５部 OB に聞く（上）：日本ガイシ会長�柴田昌治氏本学卒業生が、本学が人材を集め中部に活力をも
たらすことへの期待を語る

� 8.� 5（木） 日経（朝刊）

58 現代日本誤百科（291）：「エコロジーな車」町田 健文学研究科教授 � 8.� 5（木） 中日（朝刊）

59 第７回「中央日本交流・連携サミット」開催 23日 平野眞一元総長がコーディネーターを務める � 8.� 5（木） 中日（朝刊）

60 谷口 元工学研究科教授は愛知県立芸術大学の建て替え問題について「建築は活用しながら継承していくことが大
事」と指摘する

� 8.� 5（木） 朝日（夕刊）

61 古希の名大 第５部 OB に聞く（下）：前愛知県知事�鈴木礼治氏本学卒業生が、本学が産業・医療面で地域に貢献し
てきたことを語る

� 8.� 6（金） 日経（朝刊）

62 研究室探訪：３次元自由視点テレビの開発に取り組む谷本正幸工学研究科教授が紹介される � 8.� 6（金） 読売

63 名大カフェ “Science,�and�Me” 第３回「いのちの長さを科学する」開催：９月16日 � 8.� 6（金） 読売

64 西田佐知子博物館助教がウツボカズラの葉の先にできた「つぼ」をめぐる生態系について解説する � 8.� 6（金） 中日（朝刊）

65 建築は語る：豊田講堂が、建築当時の時代背景を感じさせる優れた建築物として取り上げられる � 8.� 6（金） 中日（夕刊）

66 名古屋歴史科学研究会例会開催：８日�中元崇智附属図書館研究開発室事務補佐員が報告 � 8.� 6（金） 中日（夕刊）

67 本学豊川キャンパス内にある豊川海軍工廠の跡地について、「豊川海軍工廠跡地保存をすすめる会」が保存とともに
資料館を建てるなどの試案を出したが、具体的なめどは立たず、本学も「現時点で具体的な計画はない」とする

� 8.� 7（土） 日経（朝刊）

68 野依良治本学特別教授は、化学界の有識者たちが設立した「世界化学年日本委員会」の委員長となる � 8.� 7（土） 日刊工業
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69 中川弥智子生命農学研究科准教授は東南アジアにおいて植物の花などが集中する「場所」と「時間」について解説
する

� 8.� 7（土） 中日（朝刊）

70 王 一恵社会貢献人材育成本部研究員のサイエンス・コミュニケーターとしての仕事と活躍が紹介される � 8.� 8（日） 中日（朝刊）

71 「全国七大学応援団・応援部合同演舞演奏会」開催：７日 本学をはじめとする旧七帝国大学の応援団・応援部によ
る応援歌などが豊田講堂で披露される

� 8.� 8（日）
� 8.10（火）

読売
中日（朝刊）

72 夏目達也高等教育研究センター教授は大学生をめぐる現状を説明し、「差別化を図ろうと資格が意識されるように
なった」と指摘する一方、「大学は実学だけを学ぶ場所ではない」と話す

� 8.10（火） 中日（朝刊）

73 鈴木まり子さん本学学生は中日新聞「學生の新聞」の特集「有利な就職へ “実学旋風”」の取材学生スタッフを務め
る

� 8.10（火） 中日（朝刊）

74 第11回「肺の日」市民公開講座開催：28日 今泉和良医学系研究科准教授、横井香平同准教授、八木哲也医学部附
属病院准教授が講演

� 8.10（火） 中日（朝刊）

75 現代日本誤百科（292）：「長い目でやる」町田 健文学研究科教授 � 8.10（火） 中日（朝刊）

76 愛知県が本学など県内18大学と連携して生物多様性保全事業に乗り出す � 8.10（火） 日経（夕刊）

77 現代日本誤百科（293）：「大人かわいい」髪形 町田 健文学研究科教授 � 8.11（水） 中日（朝刊）

78 日経環境シンポジウム「TEEB とグリーンエコノミー」開催：27日 林 希一郎エコトピア科学研究所教授がパネリス
トとして参加

� 8.11（水） 日経（夕刊）

79 前田憲志本学名誉教授は在宅医療の役割と将来の展望について解説する � 8.11（水） 中日（夕刊）

80 法政国際教育協力研究センターに、法学部在学中に急逝した伊藤康祐さん本学学生の遺志を継ぐ「名古屋大学
伊藤康祐基金」の記念プレートが設置される

� 8.12（木） 読売
他２社

81 現代日本誤百科（294）：「無邪気に楽しめる」町田 健文学研究科教授 � 8.12（木） 中日（朝刊）

82 書籍：「西洋世界と日本の近代化」加藤詔士本学名誉教授・吉川卓治教育発達科学研究科准教授�編著 � 8.12（木） 中日（朝刊）

83 「東海豪雨10年シンポジウム」開催：21日 辻本哲郎工学研究科教授が講演 � 8.12（木）
� 8.13（金）

読売
中日（朝刊）

84 中塚 武環境学研究科教授のグループは木の年輪を分析し、２～３世紀の日本で干ばつと大雨の時期が数十年ごと
に繰り返されていたことを突き止める

� 8.14（土） 読売

85 中部国際空港で小学生対象の英語での職業体験講座「グローバルワークキッズ」が開かれ、本学留学生が上司役を
務める様子が紹介される

� 8.14（土） 朝日（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

７月20日（火）～10月23日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
　　　　　（10月10日（日）は臨時開館）
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
　９月30日（木）
　講演題目：「熱帯林の不思議な植物」
　講 演 者：西田佐知子（博物館助教）
　10月７日（木）
　講演題目：｢熱帯林と暮らし｣
　講 演 者：伊藤香純（農学国際教育協力研究センター准教授）
　10月14日（木）
　講演題目：「熱帯林と地球の気候」
　講 演 者：安成哲三（地球水循環研究センター教授）

７月27日（火）～９月30日（木）
場　　所：博物館２階展示室
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

博物館企画展 
「恐竜たちがやってきた－化石から学ぶ過去の生物多様性－」
内　　容：中生代（2億5000万年前～6500万年前）の陸海空生物に焦点を当てた展示

８月17日（火）～10月14日（木）
（祝日を除く毎週火・木曜日）
場　　所：経済学部第１講義室
時　　間：18：00～19：30
定　　員：200名
参 加 費：9,200円（全15回）

［問い合わせ先］
研究協力部社会連携課　052-789-5969

平成22年度名古屋大学公開講座
テ ー マ：「未来を切り開く－挑戦するNagoya�University」

９月18日（土）
場　　所：博物館、野外観察園
時　　間：10：30～15：30
定　　員：20名
対　　象：小学５年生以上、一般
参 加 費：50円

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

ミクロの探検隊 
「ムシ：自分で採取した昆虫などを

電子顕微鏡で見てみよう」

９月18日（土）、10月23日（土）
場　　所：附属フィールド科学教育研究
　　　　　センター東郷フィールド
　　　　　農業教育公園内「農業館」（9/18）、
　　　　　東郷町町民館（10/23）
時　　間：14：00～16：00
定　　員：60名
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
生命農学研究科附属フィールド科学教育
研究センター　事務掛　0561-37-0200

2010年度農場講演会
９月18日（土）
講演題目：「東海地方の里山の保全を目指して
　　　　　－シデコブシの生態と遺伝を明らかにする－」
講 演 者：戸丸信弘（生命農学研究科教授）

10月23日（土）
講演題目：「お米の品種改良－病気に強く、おいしいお米の開発－」
講 演 者：中嶋泰則氏（愛知県農業総合試験場）�
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

９月24日（金）、10月14日（木）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第62回、第63回防災アカデミー
第62回（9/24）
講演題目：「都市のマスタープランと防災」
講 演 者：村山顕人（環境学研究科准教授）

第63回（10/14）
講演題目：「防災教育のフロンティア」
講 演 者：矢守克也氏（京都大学教授）

９月27日（月）
場　　所：経済学部102会議室
時　　間：13：00～14：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
経済学研究科
講師　藤田真哉　052-789-5953

社会経済研究ワークショップ
講演題目：「1930年代スウェーデンの人口問題とミュルダール：
　　　　　普遍主義的福祉政策の形成」
講 演 者：藤田菜々子氏（名古屋市立大学准教授）

９月29日（水）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：10～19：15
入 場 料：1,000円
　　　　　（資料代 ただし学生は無料）

［問い合わせ先］
工学研究科附属材料バックキャスト
テクノロジー研究センター　052-789-3589

材料バックキャストテクノロジーシンポジウム 
「次世代グリーンビークルに向けた材料テクノロジーの展開2010」
内　　容：本学におけるグリーンモビリティに向けた取り組みの紹介、
　　　　　ポスターセッション、依頼講演、交流会

９月30日（木）
場　　所：生命農学研究科 B館319号室
時　　間：15：30～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
農学国際教育協力研究センター
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２回オープンセミナー
講 演 者：伊藤　治氏（国際農林水産業研究センター）

10月９日（土）、16日（土）、30日（土）
場　　所：第４体育館（柔道場）
時　　間：14：00～16：00
定　　員：20名
対　　象：小学校高学年から社会人で
　　　　　柔道経験者
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
工学研究科
教授　瓜谷　章　052-789-3797

公開講座 
柔道寝技教室

10月10日（日）
場　　所：豊田講堂
時　　間：13：00～18：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
環境学研究科
准教授　横山　智　052-789-4742

総合地球環境学研究所共催 
第８回地球研地域連携セミナー 

「多様性の伝え方：子どもたちのための自然と文化」
内　　容：基調講演とパネルディスカッション
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月12日（火）、26日（火）、11月９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］
10月12日（火）� 講演題目：「高いQOL を目指して－化学が担う新薬の開発」
� 講 演 者：鴻池敏郎氏（塩野義製薬株式会社）
10月26日（火）� 講演題目：「歴史を変えた化合物」
� 講 演 者：佐藤健太郎氏（東京大学特任助教）
11月９日（火）� 講演題目：「社会のための科学」
� 講 演 者：澤本光男氏（京都大学教授）

10月13日（水）
場　　所：博物館野外観察園
時　　間：13：00～16：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館 
野外観察園見学会

10月14日（木）～11月11日（木）
場　　所：附属図書館４階展示室
時　　間：９：30～17：00
閉 室 日：日曜・祝日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館事務部
情報管理課庶務掛　052-789-3667

附属図書館2010年秋期特別展 
「水田文庫新収蔵記念展－アダム・スミスと啓蒙思想の系譜－」
関連講演会
　場　　所：附属図書館５階多目的室
　時　　間：13：30～16：30
　入 場 料：無料
　10月30日（土）
　講 演 者：水田　洋（本学名誉教授）、田中秀夫氏（京都大学教授）、
　　　　　　篠原　久氏（関西学院大学教授）

10月21日（木）
場　　所：IB 電子情報館中棟012講義室
時　　間：13：30～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
情報文化学部庶務掛　052-789-4716

平成22年度情報科学研究科 
先端技術公開セミナー
講 演 者：長谷雅彦氏（NTT サイバーコミュニケーション総合研究所所長）

10月21日（木）～10月22日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～17：00（10/21）、
　　　　　10：00～12：00（10/22）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
農学国際教育協力研究センター
052-789-4225

農学国際教育協力研究センター 
第11回オープンフォーラム
テ ー マ：「農学国際協力：新たな学問の創出に向けた知の蓄積」
講 演 者：堀江　武氏（農業・食品産業技術総合研究機構理事長）

10月23日（土）、30日（土）、11月６日（土）
場　　所：多元数理科学研究科棟
　　　　　（理１号館）509号室
対　　象：数学とその応用に興味を持つ
　　　　　社会人、高校生および高校教員
参 加 料：無料

［問い合わせ先］
多元数理科学研究科
教育研究支援室　052-789-5994

平成22年度 
数学公開講座（秋の継続コース）
テ ー マ：「数学とは学問なのだろうか」
講 演 者：菱田俊明（多元数理科学研究科教授）、鈴木浩志（多元数理科学研究科准教授）、
　　　　　佐藤　猛（多元数理科学研究科助教）
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【お詫びと訂正】
名大トピックス207号（2010年８月17日発行）で以下の誤りがありましたので、深くお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
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〔誤〕

10月10日（日）
場　　所：豊田講堂
時　　間：13：00～18：00

［問い合わせ先］
環境学研究科
准教授　横山　智　052-789-4742

第８回太陽地球環境研究所・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」連携セミナー
内　　容：基調講演とパネルディスカッション

〔正〕

10月10日（日）
場　　所：豊田講堂
時　　間：13：00～18：00

［問い合わせ先］
環境学研究科
准教授　横山　智　052-789-4742

総合地球環境学研究所共催 
第８回地球研地域連携セミナー 

「多様性の伝え方：子どもたちのための自然と文化」
内　　容：基調講演とパネルディスカッション

開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月29日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～19：00
参 加 料：無料

［問い合わせ先］
研究所事務部総務課
第３庶務掛　052-789-5262

エコトピア科学研究所 
超高圧電子顕微鏡施設　国際ワークショップ
講演題目：�「材料の界面反応の高分解能その場電子顕微鏡観察と将来展望」
講 演 者：ロバート・シンクレア氏（スタンフォード大学教授）
講演題目：「電子の波は微少世界を開く」
講 演 者：外村　彰氏（株式会社日立製作所フェロー）

10月30日（土）
場　　所：環境総合館１階レクチャー
　　　　　ホール、４階地域防災ホール
時　　間：13：20～16：30
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
環境学研究科
まちとすまいの集い事務局　052-789-5233

平成22年度（第12回）まちとすまいの集い
テ ー マ：「使いこなす・住みこなす－都市、建築、そして資源－」
講演題目：「地球環境時代、どうやって暮らして行くか」
講 演 者：久野　覚（環境学研究科教授）
講演題目：「大学キャンパスからサスティナブルな都市・建築へ」
講 演 者：恒川和久（工学研究科講師）
講演題目：「よみがえれ　既存建築物」
講 演 者：勅使川原正臣（環境学研究科教授）
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　第３代総長の勝沼精蔵は、1886（明治19）年、当時の兵庫
県神戸区に生まれました。のち母の郷里に移り、県立静岡
中学校、第一高等学校をへて、1911年に東京帝国大学医科
大学（現在の東京大学医学部）を卒業、大学に残って内科
学や病理学の研究を続けました。
　そして1919（大正８）年には愛知県立医学専門学校の教授
に、23年には同校が昇格した愛知医科大学の教授（内科学）
に就任します。勝沼の血液学は当時から高く評価され、ド
イツ留学から帰国後の26年には、39歳で帝国学士院賞（現
在の日本学士院賞）を受賞しました。のち1954（昭和29）年
には、文化功労者に選ばれるとともに文化勲章も受賞して
います。
　その後、官立移管された名古屋医科大学の教授・附属医
院長、39年創立の名古屋帝国大学でも医学部教授（内科学
第一講座）となり、ここでも医学部附属医院長を務めまし
た。そして戦後、名大が新制大学に移行してまもなくの

1949年７月、第３代総長に就任しました。
　その在任は10年におよびます。1950年には法経学部を法
学部と経済学部に分離したほか、51年には田村前総長時代
に実現しなかった農学部の創設に成功し、これで名大は一
通りの学部をそろえました。
　ただ、これらの学部の所在地は各地に分散しており、東
山への集結が強く望まれました。そこで勝沼総長は、各地
の名大の施設や敷地の取得を希望する自治体や企業に、そ
の代価として東山に校舎を建設してもらう、「建築交換方
式」を確立しました。この方法によって、学部の東山集結
が早く実現することになりました。
　そして、1960年の完成時には総長を退任していました
が、現在も名大のシンボルであり続けている豊田講堂の建
設も大きな事績です。勝沼総長がトヨタ自動車工業（現在
はトヨタ自動車）に重ねて足を運んで依頼し、同社の全額
寄附による、名大念願の講堂建設が成ったのです。

１　�勝沼精蔵（1886－1963）。在任10年は歴代総長で最長だが、次の松坂総長以降は６年が任期の上限とされた。また、
新制大学になってからは学長が法的な名称だが、一般には総長の呼称もよく使われていた。

２　�勝沼は、第１次世界大戦のパリ講和会議（1919年）の首席全権西園寺公望に随行した。これをきっかけに、勝沼は
西園寺の主治医となり、それは1940年に西園寺が亡くなるまで続いた。写真は、パリへの途上、ペナン植物園（現
在のマレーシア）での写真（勝沼精蔵『桂堂夜話』より）。西園寺（右から３人目）、勝沼（左から２人目）のほか、
近衛文麿（右端）の姿も見える。

３　�愛知医専に赴任してまもない頃の勝沼（中央、1921年の愛知医専卒業アルバムより）。
４　�勝沼教授の講義（『桂堂夜話』より）。
５　�豊講正面玄関から入ってすぐのロビーにある勝沼のブロンズ胸像（1965年、医学部内科第一講座同窓会建立）。

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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101 第３代総長 勝
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　― 名大をひきいた人びと⑧ ―


	表紙
	目次
	ニュース
	名古屋大学オープンキャンパス2010を開催
	高大連携教育プログラム(短期集中型)を実施
	平成22年度若手育成プログラムの採用者が決定される
	海外高校教師受け入れ事業を実施
	第21回日本数学コンクール及び第14回日本ジュニア数学コンクールを開催
	第61回防災アカデミーを開催

	読み物
	[知の未来へ] 第2の地球探し－人類は孤独なのか？－
	[知の先端] 脳深部光受容器を探して
	[学生の元気] スタートライン

	部局ニュース
	伊藤康祐基金記念プレート上掲式を挙行
	第10回名古屋国際数学コンファレンスを開催
	基盤研究公開セミナーを開催
	平成22年度学術ポータル担当者研修を実施
	テクノフロンティアセミナーを開催
	テクノサイエンスセミナーを開催
	第34回博物館コンサートを開催
	第116回博物館特別講演会を開催

	本学関係の新聞記事掲載一覧 [平成22年7月16日～8月15日]
	イベントカレンダー
	ちょっと名大史

