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2010年10月�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�

名古屋大学で学ぶチャンスは、新しい世界の扉を開きました。
民族的な背景に関係なく、個人として成し遂げるものを
評価する世界の扉を。

卓越した教授陣、すばらしい人々、楽しいキャンパスライフ、尽きる
ことのないチャンスと夢、どんなものでも全てここ、名古屋大学に
あります。



●ニュース

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

COP10社会と学術の対話フォーラム「生物多様性を主流に」を開催

鈴木文部科学副大臣が本学を視察

濵口総長が第２回日露学長会議に出席

重要文化財「馬場家住宅」公開講座を開催

産業技術総合研究所との技術交流会を開催

●知の未来へ

学校心理危機マネジメントに関するベンチマーキングとヒヤリハット事例

データベースの開発

元吉　忠寛（大学院教育発達科学研究科助教）

●知の先端

世界の映像メディアの頂点に立つ自由視点テレビ FTV

谷本　正幸（大学院工学研究科教授）

●部局ニュース

テクノ・フェア名大2010を開催

第９回国際研究集会を開催

農業ふれあい教室「親子農業体験」を開催

「TEEB とグリーンエコノミー」シンポジウムを開催

平成22年度 SSH 中核的拠点育成プログラムワークショップ教員研修を開催

公開レクチャー「青少年の PTSD」を開催

第23回電子顕微鏡技術研修会「夏の学校 in�名古屋」を開催

野外観察園展示「名大の蛾～夏編～」を開催

第２回地球教室「ナゴヤで化石をさがそう！」を開催

●環境への取り組み

世界屈指の知的成果を生み出すエコキャンパス

●受賞者一覧

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成22年８月16日～９月15日

●附属図書館からのお知らせ

附属図書館秋季特別展「水田文庫新所蔵記念　アダム・スミスと啓蒙思想の

系譜」を開催中

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

名古屋学生会館 ―名古屋城の学生寮―
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　高大連携高校生防災教育推進事業
「高校生防災セミナー」が、７月26日
（月）、27日（火）、８月９日（月）、23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。
　我が国は、南海トラフでの巨大地震
が切迫する「地震活動期」を迎え、ま
た、地球温暖化により気象災害も急増
しています。大災害時には、公助の力
は圧倒的に不足し、自助・共助の力で
災害に立ち向かう必要があります。同
セミナーは、大人になったときにこれ
らの災害を経験するであろう高校生
に、災害発生の科学、災害抑止の技術、
災害とつきあう知恵、そして、逞しく

「生きる力」を学んでもらい、自立し
て活動できる防災リーダーになっても
らうことを目的としています。
　平成16年度より愛知県教育委員会の
主催で行われており、本学教員も継続
して協力をしてきましたが、今年か
ら、高大連携の形をより強め、本格実
施することになりました。セミナーは
夏休み中の４日間の座学・実学による
学修と、２学期の実践活動、年末の活
動成果発表会から構成されており、県
内の高等学校15校（県立12校、国立１

校、名古屋市立１校、私立１校）から、
高校生・教員合わせて75名が参加しま
した。
　７月26日（月）は、オリエンテーショ
ン、ガイダンス、演習に続いて、本学
と愛知県教育委員会との間で、同事業
に関する協定締結の調印式が挙行され
ました。山口環境学研究科長、事業推
進に関わる本学教員、愛知県教育委員
会、愛知県防災局の関係者、あいち防
災リーダー会、NPO 法人レスキュー
ストックヤードの代表者が列席する
中、宮田理事と今井秀明愛知県教育委
員会教育長との間で協定書が取り交わ
されました。
　夏休み中の４日間のセミナーでは、
大学院環境学研究科所属の６名の教員
による、地震や風水害などの災害発生
メカニズムや災害発生の地理的要因、
都市・建築計画や耐震技術による災害
の抑止、被災者心理の問題などに関す
る講義や、愛知県による防災行政に関
する講義の他、岡崎水害の被災者によ
る体験談の紹介、さらに、あいち防災
リーダー会による災害図上訓練、レス
キューストックヤードによる災害ボラ
ンティア活動の紹介や、各学校での防

災活動のアクションプラン作成のワー
クショップなどが行われました。
　参加した高校生たちは、減災活動の
大切さなど、今回学んだことをアク
ションプランに表していました。
　今後、参加者は２学期中、今回作成
したアクションプランに基づいて防災
リーダーとして各高校で防災活動を実
践し、12月24日（金）にシンポジオン
ホールで活動成果を発表する予定と
なっています。さらに、２年目には、
１年目の活動実績に基づいて、小・中
学校や地域での防災活動を主導する高
校生防災リーダーとして活躍してもら
う予定です。
　同事業は、スーパーサイエンスハイ
スクールの防災版であると同時に、政
府が進める「新しい公共」の一つでも
ある「災害被害を軽減する国民運動」
を、地域ぐるみで連携して実践する社
会活動でもあり、来年度以降も継続し
て実施していく予定です。
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　COP10社会と学術の対話フォーラム「生物多様性を主
流に」が、９月４日（土）、５日（日）の両日、豊田講堂にお
いて、本学及び生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）
支援実行委員会の主催で開催されました。
　同フォーラムは、COP10開催まで１ヶ月強と迫ったこ
の時期に、主な論点を市民と専門家の両目線で再確認する
ことを目的に開催されたもので、大学教員、行政、NGO
関係者など総勢38名が講演やパネルディスカッションを行
い、両日で延べ950名の参加がありました。
　初日は、まず、COP10支援実行委員会会長の神田真秋
愛知県知事、濵口総長、共催団体である愛知学長懇話会代
表幹事の佐々木雄太愛知県立大学長のあいさつがあり、続
いて同フォーラム企画検討委員会委員長である林　良嗣環
境学研究科教授による趣旨説明の後、カナダ森林局上席研
究員のイアン・トンプソン氏による「COP10の課題とポ
スト2010年目標」と題する基調講演がありました。

　その後、２日間に渡り６つのセッションと２つのパネル
ディスカッションが行われ、COP10で議論されるテーマ
の論点について、一般の方々にも分かりやすい丁寧な説明
がありました。
　最後に、まとめとして林教授から、同フォーラムで得た
科学的知識や知見をそれぞれの生活や活動の場に持ち帰
り、COP10を21世紀にふさわしい暮らしやビジネス、地
域づくりを進める新たなスタートとすることを共通認識と
したいとの言葉があり、パネリストと参加者がそれぞれの
取り組みへ向けた思いを新たにしました。
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COP10社会と学術の対話フォーラム「生物多様性を主流に」を開催



　濵口総長が、９月11日（土）、ロシア モスクワにおいて
開催された、第２回日露学長会議に出席しました。
　同会議は、モスクワ大学の主催により、「イノベーショ
ン発展の課題解決における教育と学術－ロシアと日本の経
験－」をテーマとして開催されたもので、日本・ロシア双
方から約90名の学長等関係者が参加しました。

　会議は、ユーリ・M・ルシコフ モスクワ市長、鳩山邦夫
日本・ロシア協会会長、加藤重治文部科学省大臣官房審議
官及び今村　朗 在ロシア日本国大使館公使のあいさつで
始まり、ヴィクトル・A・サドヴニチイ モスクワ大学学
長による基調講演がありました。
　続いて、濵口総長が日本側の代表として基調講演を行
い、「学術・教育プロセスと経済・社会のイノベーティブ
な発展の課題との一致」をテーマに、イノベーションの必
要性、現代社会における大学の役割、本学の取り組み等を
紹介しました。その後、日露の学術・教育にかかる課題や
参加機関の取り組み等について、様々な側面からプレゼン
テーションがあり、それらを踏まえた意見交換が行われま
した。最後に、会議の成果として共同声明が出されました。
同会議は、１年半毎に開催される予定です。
　なお、同会議の中で、東北大学ロシア海外大学共同利用
事務所開所記念行事が併せて執り行われました。また、総
長は会議に先立つ10日（金）、モスクワ大学の各種施設を訪
問し、同大メディカルセンターにてロシアの医療保険制度
について質問する等、熱心に視察を行いました。

　鈴木　寛文部科学副大臣が、８月25日（水）、本学を訪
問し、学内を視察しました。
　はじめに、鈴木副大臣は、加藤重治文部科学省大臣官
房審議官ら文科省関係者、濵口総長、本学関係者ととも
に、理学部Ａ館１階にある2008年ノーベル物理学賞・化学
賞展示室を訪問し、山脇幸一素粒子宇宙起源研究機構副
機構長ら関係教員から、益川敏英博士、小林　誠博士及び
下村　脩博士の研究業績と各ノーベル賞受賞に関する記念
の品々について説明を受けた後、益川特別教授と懇談しま

した。
　次に、赤﨑記念研究館を訪問し、赤﨑　勇特別教授から、
LED の研究、開発等について説明を受けた後、赤﨑特別
教授と懇談しました。
　続いて、法政国際教育協力研究センター（CALE）を訪
問し、鮎京法学研究科長ら関係教員から、日本法教育研究
センタープロジェクトについて説明を受けた後、同プロ
ジェクトの夏季セミナーに参加していた外国人学生と活発
に意見交換をしました。さらに、テレビ会議システムを通

して、ベトナムのハノイ法科大学内
にあるベトナム日本法教育研究セン
ターの教員や学生たちの生の声を聞
きました。
　最後に、医学部附属病院に場所を
移し、松尾病院長ら関係職員と大学
病院のあり方や今後の展望等につい
て懇談した後、遺伝子治療、再生医
療等の先端医療をはじめ、新生児特
定集中治療室、ガン療法の化学療法
の現状等を視察しました。
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濵口総長が第２回日露学長会議に出席

鈴木文部科学副大臣が本学を視察



　産業技術総合研究所（産総研）との技術交流会が、９月
10日（金）、名古屋市内の産総研中部センター OSL 棟３階
連携会議室において開催されました。
　この技術交流会は、平成19年に締結された産総研との連
携・協力協定に基づく活動の一環として行われており、今
回で通算７回目の開催になります。参加者は産総研と本学

関係者を合わせて48名にのぼりました。
　まず、宮田理事、三留秀人産総研中部センター所長から
開会のあいさつがあり、その後、堀田裕司産総研先進製造
プロセス研究部門グループ長よる特別講演が行われまし
た。今回の特別講演では、次世代自動車用材料を目指した
プラスチックの高機能化に関する研究が紹介され、講演後
は参加者との間で質疑応答が繰り広げられました。
　続いて、来年度の共同研究テーマの紹介が行われまし
た。共同研究の発表は、産総研と本学の研究者とがペアを
組んでいる材料分野を中心とした基礎研究に関わる研究成
果、実用化へ向けて準備中の研究成果など、多岐に渡る報
告があり、研究開始から数年が経過して、内容がより充実
した発表となりました。
　懇親会では、宮田理事による乾杯のあいさつ後、講演会
だけでは時間が足りなかった参加者の間で活発な意見交換
が行われ、盛況のうちに閉会しました。
　得意分野の技術・研究を互いに補完しながら、産総研と
本学の共同研究等における連携が強くなることが期待され
る技術交流会となりました。

　重要文化財「馬場家住宅」公開講座が、９月４日（土）、
松本市教育委員会及び信州大学との共催により、長野県松
本市あがたの森文化会館において開催されました。
　「馬場家住宅」は、江戸末期の長野県西南部を代表する
民家建築として平成８年に国の重要文化財に指定されてお
り、同公開講座は、武田信玄の家臣の馬場美濃守信春の縁

者が先祖という現在の当主である馬場太郎氏が本学と縁が
あったことから開催が実現したものです。
　最初に、杉山理事による主催者代表あいさつ、次いで、
後援機関の代表として大和 智文化庁参事官による開会の
あいさつがありました。
　その後、特別講演として笹本正治信州大学副学長が「戦
国時代の松本平」と題して、武田信玄と馬場家のつながり
を紹介しました。
　引き続き、溝口常俊環境学研究科教授が「馬場家の文書
紹介と宗門改帳の世界」、西澤泰彦同研究科准教授が「建
築史家から見た馬場家住宅の面白さ」、谷口　元工学研究
科教授が「大学が文化財の保存活用に関与する意義」と題
し、それぞれ馬場家住宅の歴史的価値と今後の研究分野で
の発展について講演しました。
　会場には、松本市の方々を中心に約100名が集まり、参
加者は、歴史と建築の説明に熱心に聞き入っていました。
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産業技術総合研究所との技術交流会を開催

重要文化財「馬場家住宅」公開講座を開催



　私が子どもの頃は、学校はそれなりに安全で安
心できる空間でした。ところが近年、大阪教育大
学附属池田小学校で児童や教師が殺傷されるとい
う大惨事をはじめ、学校の安全を脅かすような事
件がしばしば起きています。
　事件や災害などをきっかけに、組織内の多くの
人々が巻き込まれ、組織全体が混乱し、その組織
が、本来の機能を発揮できないような危機的な
状況に陥ってしまうことがあります。学校では、
事件や災害などの大規模な出来事だけではなく、
不登校やいじめ、学級崩壊、非行や犯罪被害な
ど、さまざまな危機が日常的に起きます。はじめ
に、「それなりに安全」と書きましたが、学校か
らこのような危機を完全に排除することはできま
せん。危機の全くない無菌状態のような学校は子
どもにとってはむしろ不健全でしょう。したがっ
て、学校では、ある程度の危機の発生を許容し、
これを適切にコントロールしながら、それをきっ
かけに組織全体が危機的な状況に陥ってしまうこ
とのないようにすることが求められます。
　これまでに心理学は、危機に直面した被害者に
対する心のケアや、危機発生時の対応マニュアル
作りなどに対して貢献をしてきました。しかし、
同じような危機に直面しても、その危機にうまく
対応できる学校と、適切に対応できずに被害がよ
り一層悪化し、まさに危機的な状況に陥ってしま
う学校とがあります。また、予防的な観点から見
ても、危機がめったに起こらない学校もあれば、
次々と問題が起きていて、いつもその対応に追わ
れているというようなところもあります。このよ
うな事実は、学校に限らず、何らかの組織に属し
ている多くの人が、経験的に感じていることだと

思います。一体、このような違いは何に起因する
のでしょうか。
　この違いを説明する概念の一つが、高信頼性組
織（High Reliability Organization）と呼ばれるも
のです。高信頼性組織の研究は、当初、原子力発
電所や航空管制塔、救急救命棟など、不測の事態
に常に直面し、失敗の許されない現場を対象とし
てなされていました。このような現場では、組織
に、「正直さ」、「慎重さ」、「鋭敏さ」、「機敏さ」、

「柔軟さ」などが強く求められます。
　学校もまた、多種多様なアクターが存在する複
雑な組織で、常に不測の事態に直面している現場
だととらえることができます。私は、学校組織を
高信頼性組織という観点から分析し、これらの要
素を継続的に測定することができるシステムを作
り、多くの学校間のデータを比較しながら、心理
危機マネジメントに生かすことを目指しています。
　また、医療や災害の分野では、事故には至らな
かったけれどヒヤリとかハッとした事例を集めて
データベース化し、その後の事故防止などに生か
す試みがなされています。学校では、毎日のよう
にヒヤリハット事例が起き、多くの場合、それら
に適切に対処していると考えられます。しかし、
このような貴重な事例をきちんと整理し、危機管
理に役立つデータベースとして活用することはあ
りませんでした。
　このように学校における心理危機マネジメント
に資する仕組みを整えることによって、危機に強
い学校をつくることが可能となり、子どもを安全
で安心して育む環境を整えることができるのでは
ないかと考えそれなりに研究を進めています。
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図　�多くの学校の関係者から、高信頼性組織に関する評価データと、ヒヤリハット事例を継続的に
収集し、これを整理、分析、フィードバックしながら、心理危機マネジメントに役立てていく。
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　私たちはものを見るとき、見る位置を変えなが
ら色々な視点から観察します。視点を変えれば見
え方が異なるからです。視点による見え方の違い
を視差と言います。80余年前に発明されたテレビ
は、遠隔地の情景を居ながらにして見たいという
人類の夢を実現しました。しかし、テレビには、
今日のハイビジョン、スーパーハイビジョンに至
るまで、視差が全くありませんでした。それは、
これまでのテレビはただ一つの視点の映像情報し
か伝えていなかったからです。
　将来の映像メディアはこの制約を打ち破り、私
たちがあたかもその場にいるかのように、自由に
視点を変えて遠隔地の情景を見ることができるよ
うにならなければなりません。私たちは、このよ
うに自ら自由に視点を変えて３次元シーンを見る
ことができる映像メディアを提唱し、自由視点テ
レ ビ FTV（Free-viewpoint Television） と 名 付
けました。
　一つではなく複数視点の映像を伝える映像メ
ディアとして、3D テレビ（３次元テレビ）があ
ります。しかしその視点数は、メガネをかけて見
る２眼式3D テレビで２視点、メガネなしの多眼
式3D テレビでも10視点程度しかありません。こ
の視点数を無限とするものが FTV なのです。
　無限の視点を持ち、好きな位置に視点を置くこ
とができる FTV は、あたかもその場にいるかの
ように臨場感あふれる３次元シーンを見ること
ができる究極の3D テレビであり、世界の映像メ
ディアの頂点に立つものです。
　FTV を実現するには、見たいシーン内のあら
ゆる位置の光線情報を取得し、伝達して、再現す
る必要があります。しかし、あらゆる位置にカメ
ラを配置して光線を取得することは難しいため、

FTV では、図１のように飛び飛びの位置に配置
した多数のカメラで光線の一部を取得し、この光
線から、取得していない光線を作り出すこととし
ました。
　このため、特性の異なる多数のカメラをあたか
も１台のカメラのように取り扱う技術や、光線の
統合と補間の技術など、これまでのテレビにはな
い、新しい映像技術を開発しました。これによっ
て、シーンの撮影から自由視点画像の生成・表示
までの全てをリアルタイムで行う FTV システム
の構築に世界で初めて成功しました。
　図２は、ノートパソコンや携帯端末で FTV 画
像を生成し表示している様子です。タッチパネル
やマウスによって見たい視点の位置を指示し、そ
の位置で見える画像を表示しています。
　様々な視点の FTV 画像を図３に示します。
FTV では視点を前後左右に移動させてシーンを
見ることができます。
　FTVを動画像の国際標準を定めるMPEG（Motion 
Picture Experts Group）に提案し、その国際標
準化を推進しています。FTV の第１フェーズと
して、多数のカメラで撮影した多視点映像の情報
を圧縮する技術の標準化が2009年５月に成立し、
3D 映画を記録するブルーレイ3D に採用されまし
た。現在、FTV の第２フェーズとして、総務省
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図１　ハイビジョンカメラ100台による FTV の撮影

知
の
先
端

世界の映像メディアの頂点に立つ自由視点テレビ FTV

谷本　正幸　大学院工学研究科教授



SCOPE の支援を受け、3D 映像を２眼式や多眼
式の3D ディスプレイに表示する技術の標準化を
行なっています。
　無限の眼を持つ FTV は極めて高いセンシング
や表現の能力を持つため、産業や生活、社会、学
術、文化等あらゆる分野において、その発展に大
きな貢献が期待されます。
　2022FIFA ワールドカップ日本招致委員会は、
サッカースタジアムの感動を再現して世界に配信
する技術として FTV に注目し、これを招致コン
セプト［1］の重要な柱としました。日本発の最先

端映像メディアである FTV が、ワールドカップ
を支える技術として役立つことを願っています。 
　

［1］ 2022FIFA ワールドカップ日本招致委員会コ
ンセプトビデオ「サッカー観戦を革新する日
本の技術力」

　　 http://dream-2022.jp/jp/our_bid/bid_book/ 
v i deo s/ j p02/ i ndex . h tm l ?keepTh i s= 
true&TB_iframe=true&width=711&height=
450

9NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.209

図３　視点を前後左右に移動させて見たシーン

図２　ノートパソコンと携帯端末で実現した FTV

1976年３月　東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士
1976年４月　名古屋大学工学部助手
1991年２月　同教授
1997年４月より同大学大学院工学研究科教授
映像情報メディア学会前会長
電子情報通信学会業績賞、文部科学大臣表彰科学技術賞など受賞
通信方式、画像情報圧縮、画像処理の研究に従事

たにもと　まさゆき



　大学院工学研究科は、９月３日（金）、豊田講堂及びシン
ポジオンホールにおいて、大学院環境学研究科､ 情報科学
研究科、医学系研究科及びエコトピア科学研究所の共催
のもと、「テクノ・フェア名大2010 －STEP IN TO THE 
FUTURE－」を開催しました。
　これは、大学にある技術シーズ（種）及び研究成果を展
示するとともに、講演会､ 研究室公開等を通じ、大学の研
究成果を産業界や地域社会に広く公開し、産学官連携、地
域産業の更なる活性化及び地域社会への情報発信を推進す
ることを目的として毎年開催しているものです。11回目と
なる今回は、中部地区の経済界、企業の研究開発担当者､
報道関係者等約1,300名の来場がありました。
　午前中に行われた基調講演では、主催者側を代表して
鈴置工学研究科長からあいさつがあった後、石川孝司同研
究科教授から「グリーンビークル材料研究開発拠点の概
要」、馬場嘉信同研究科教授から「ナノバイオデバイスが
拓く未来医療」と題した講演がありました。

　２ヶ所の講演会場では、展示会場で紹介している研究
シーズのうち、22の研究シーズ・研究成果について、研究
者が直接、研究内容を説明するミニ講演が実施され、聴講
者は延べ約1,100名となりました。
　午後から並行して行われた研究室見学には、約50名の参
加があり、教員や大学院生の説明に聞き入っていました。
　また､ 展示会場では、企業の研究開発担当者等が多数詰
めかけ、各ブースの担当者による研究成果の説明や実用化
に向けての相談等について活発な意見交換が行われるな
ど、企業側が同フェアに対して高い関心と大きな期待を寄
せていることが窺えました。
　会場に設置された「技術相談・共同研究等受付コーナー」
では、産学官連携推進本部から派遣された産学官連携コー
ディネーターが来場者から技術相談を受ける様子が数多く
見受けられました。
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あいさつする鈴置研究科長 講演会場の様子

展示ブース会場の様子 ミニ講演の様子
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テクノ・フェア名大2010を開催
●大学院工学研究科



　グローバル COE プログラム「テキスト布置の解釈学的
研究と教育」は、９月９日（木）から11日（土）までの３日間、
文系総合館７階カンファレンスホールにおいて、第９回国
際研究集会を開催しました。
　今回は、「ことばに向かう日本の学知－テクスト解釈の
集積としての学史－」をテーマに行われ、初日は、拠点

リーダーである佐藤彰一文学研究科特任教授のあいさつの
あと、カレル・フィアラ福井県立大学教授による「言語作
品の総合モデルと古代・中世の日本文学作品への応用」と
題した特別講演が行われました。フィアラ教授は、プラハ
学派の機能論言語学理論に立脚して、神話、和歌、物語の
生成過程に見る「再文脈化」の構想を提案しました。
　10日、11日両日の研究発表会では、古代から近現代に至
るまでの日本における言語研究史の最先端の研究成果が提
案、討論され、発表内容は、文法、音声、語彙、方言、一
般言語学、漢文訓読、辞書編集、文学にわたる日本語研究
のほぼ全領域に渡りました。
　猛暑にもかかわらず全国から200名近くが集まりました。
参加者にとっては、同研究集会の特色である中世以来の学
びの足跡をたどる伝統的「学史」と近世18世紀以後明瞭に
なった「学説史」との組み合わせが、新鮮な印象を与えた
ようであり、また、研究者にとっては、日本語学史は従来
個別分野に組み込まれる形で存在したが、「学史」に特化
した研究集会は、規模の大きさも含めて前例がないため注
目を集めたようです。

　大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究セン
ター東郷フィールドは、７月24日（土）及び８月21日（土）、
地域貢献特別支援事業「都市近郊の農業教育公園」の一環
として、農業ふれあい教室「親子農業体験」を開催しました。
　この教室は、近隣の小学生とその保護者を対象に、親子
で農業を体験・学習する機会として、毎年様々な企画を実

施しており、「カイコを育て見る－カイコを飼育・観察し、
生命の不思議を体験する－」と題した今回は、10家族26名
が参加しました。
　７月24日には、柳沼生命農学研究科附属フィールド科学
教育研究センター長から、カイコの一生や脱皮・変態・休
眠を引き起こすホルモンなどについて説明があり、実際に
卵から出たばかりの蟻蚕と呼ばれるカイコの幼虫に桑の葉
を与えて様子を観察しました。そして、各家庭に持ち帰り、
カイコを１ヶ月間飼育観察してもらいました。
　約１ヶ月後の８月21日には、各家庭で飼育したカイコの
観察記録・感想について話し合いをしました。今年の猛暑
は、カイコ幼虫の飼育にとっては悪条件だったようで、繭
になったカイコは数個しかなく、残念な結果となりました。
　その後、柳沼センター長が用意した繭から、絹糸をから
め取りました。初めての体験に参加者は夢中になり、中に
は１時間以上続ける参加者もいました。
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第９回国際研究集会を開催
●グローバルCOEプログラム「テキスト布置の解釈学的研究と教育」

農業ふれあい教室「親子農業体験」を開催
●大学院生命農学研究科



　エコトピア科学研究所は、８月27日（金）、経済学部カン
ファレンスホールにおいて、環境省、財団法人地球環境戦
略研究機関、日本経済新聞社との共催で、「TEEB（The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity）とグリーン
エコノミー：生物多様性と経済・ビジネスの新しい有り方」
シンポジウムを開催しました。
　生態系と生物多様性の経済学、つまり生物多様性を経済

学的な観点から分析し、生物多様性を取り巻く課題の本質
的な解決策を模索する世界的な試みを指す TEEB は、主
要８ヶ国首脳会議プラス５ヶ国の環境大臣会合における合
意を契機に開始されたプロジェクトであり、COP10まで
にすべての報告書が公表される段取りとなっています。
　シンポジウムでは、最初に、田島一成環境副大臣、高井
エコトピア科学研究所長、神田真秋愛知県知事、アフメッド・
ジョグラフ生物多様性条約事務局長などからあいさつが
あり、続いて、TEEB チームリーダーであるパバン・
スクデフ ドイツ銀行グローバルマーケットセンタームン
バイ代表による「TEEB 最終報告について」と題した基
調講演、最終報告書の地方行政編の取りまとめ役である
ハリピリア・グンディメダ インド工科大学准教授とビジ
ネス編の取りまとめ役のジョシュア・ビショップ 国際自
然保護連合チーフエコノミスト等の講演が行われました。
　その後、西宮　洋 財団法人地球環境戦略研究機関上席
研究員のコーディネートのもとで、林　希一郎エコトピア
科学研究所教授を加え、パネルディスカッションが行われ
ました。会場には200名以上の参加者が詰めかけ、活発な
討議に耳を傾けていました。

　遺伝子実験施設は、８月23日（月）、24日（火）の２日間、
遺伝子実験施設 F 館301室及び理学部 G 館１階生命理学科
学生実習室において、平成22年度スーパーサイエンスハイ
スクール（SSH）中核的拠点育成プログラムワークショッ
プ教員研修「実習：光るタンパク質を取り出す。解説：
DNA シーケンス技術―過去・現在・未来」を開催しました。

　この研修は、愛知県内の高等学校の理科教員に生命科学
の進展を体験してもらうことを目的に始めたもので、３回
目となる今年は、11の高等学校から15名の教員が参加しま
した。研修は、杉山康雄遺伝子実験施設准教授及び６名の
ティーチング・アシスタントのもと、講義と実験を行いま
した。
　初日は、杉山准教授が、過去30年間の DNA シーケンス
決定技術の発展の歴史を概説しました。その後、実習室へ
移動し、参加者は、光るタンパク質 GFP をコードする遺
伝子を大腸菌へ導入する方法を体験しました。
　２日目は、光る大腸菌を確認するとともに、発現した
GFP を大腸菌から簡便に取り出して精製する方法を体験
し、最後に、遺伝子実験施設に設置された次世代 DNA シー
ケンサーを見学し、今後の生命科学の進展予測について学
びました。
　2008年ノーベル化学賞受賞者である下村　脩博士が発見
した光るタンパク質 GFP を自ら取り出して高校へ持ち帰
ることで、高校の授業に役立つ研修になったと思われます。
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「TEEBとグリーンエコノミー」シンポジウムを開催
●エコトピア科学研究所

平成22年度SSH中核的拠点育成プログラムワークショップ教員研修を開催
●遺伝子実験施設



　発達心理精神科学教育研究センターは、９月７日（火）、
教育学部第３講義室において、公開レクチャー「青少年の
PTSD」を開催しました。
　今回は、今年６月から９月半ばまで、同センターの客員
教員として在籍していたジュリア・ヒューマー ウィーン
大学医学部児童精神科レジデントが「青少年の PTSD」と

題して、アフリカから殺戮を逃れ、家族、故郷と離れ、一
人でオーストリアに来た難民の子どもたちの PTSD（心的
外傷後ストレス症候群）とストレス適応の研究を紹介しま
した。
　講演では、難民のうち PTSD と診断されたのは17～20%
であったが、ストレス適応ではストレスを上手に処理でき
ず、心身が不調に陥るディストレスは低く、自己制御が強
い抑制タイプが多いこと、ナラティブ（語り）の分析では
ストーリーの内容や語彙数などが少ないという結果を紹
介し、過酷な体験をしても皆が PTSD になるのではなく、
人間の適応力、リジリエンス（精神的回復性）、ナラティ
ブといったものが影響することが紹介されました。
　講演中、年齢による影響についての質問や、海外協力隊
としてアフリカの子どもたちへの支援に関わっていた学外
の参加者からの質問も寄せられ、内容の濃いレクチャーと
なりました。

　博物館は、８月26日（木）から28（土）まで、医学生物学電
子顕微鏡技術学会との共催で、第23回電子顕微鏡技術研修
会 ｢夏の学校 in 名古屋｣ を開催しました。
　これは、実技を中心とした電子顕微鏡の研修会で、北は
仙台から南は沖縄まで、大学教員、大学院生、研究者、臨
床検査技師など62名が参加しました。
　参加者は、基礎透過型電子顕微鏡（TEM）コース、臨
床応用（腎生検）コース、免疫電顕コース、走査型電子顕
微鏡（SEM）コースの４コースに分かれ、メイン会場で

ある野依記念学術交流館と博物館、理学部 E 館において、
３日間じっくりと電子顕微鏡技術を学びました。
　博物館では、SEM コース、博物館ナイトツアーを行い、
SEM コースでは SEM を使い元素分析の講習も行いまし
た。また、公開講演会 ｢微化石放散虫が地質年代革命を起
こした｣ を行い、150名が参加しました。
　参加者は、どの会場でも熱心に講義や実技指導を受けて
おり、アンケートでも ｢参加して良かった。とても有意義
だった。研究に活かしたい｣ などの声が寄せられました。
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会場の様子

公開講演会の様子 研修の様子

部
局
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ス

公開レクチャー「青少年のPTSD」を開催
●発達心理精神科学教育研究センター

第23回電子顕微鏡技術研修会「夏の学校 in 名古屋」を開催
●博物館



　博物館は、８月21日（土）、22日（日）の２日間、第２回地
球教室「ナゴヤで化石をさがそう！」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、今回は応募者122名のうちから抽選で
30名が参加しました。

　１日目には、博物館展示室において、事前学習として、
石材として使われる石灰岩と化石についての説明を聞き、
巻貝などを切った断面がどのような形になるのかを、実際
の貝を使って学びました。
　２日目には、朝から名古屋駅周辺、栄周辺のビルの石材、
地下街の壁の石材をじっくり見て化石を探し、化石を理解
するというプログラムに取り組みました。参加者は、主要
な化石をスケッチし、数ヶ所の観察地でスタンプラリーを
行いました。街中のビルの石材など身近なものからアンモ
ナイトやベレムナイトの化石や堆積構造が見られること
に、参加者は驚いた様子でした。
　35℃を超える暑さにもかかわらず、参加者は、全員最後
まで熱心に観察していました。

　博物館は、７月１日（木）から９月14日（火）までの間、同
館野外観察園セミナーハウスにおいて、博物館野外観察園
展示「名大の蛾～夏編～」を開催しました。
　野外観察園は、東山キャンパスの南西にある約4000m2

の緑地で、隣接するセミナーハウスの２階では、植物など
の展示を随時行っており、今回は、本学でみられる蛾の展

示が行われました。
　蛾は、チョウと同じチョウ目に属す昆虫です。「チョウ
は好きでも蛾は嫌い」という人が多いですが、チョウより
蛾の方が、多様性が高く、生活史なども多様です。例えば、
日本にいることがわかっているチョウ目の昆虫は約5300種
ですが、そのうちチョウは250種足らずにしかなりません
が、蛾は5090種以上と、その多様性を圧倒的に占めていま
す。
　今回の展示では、在野の昆虫研究者である浅野邦史氏が
本学で採集した蛾のうち、主に夏に見られる種類を中心
に、蛾の写真のほか、蛾が食べる植物や蛾の面白い生活史
をパネルで紹介しました。
　昆虫ファンはもちろん、普段は虫を敬遠している人な
ど、さまざまな方が訪れ、多様な蛾が本学にいることに興
味を持ったようでした。
　11月１日（月）からは、「名大の蛾～秋編」が行われる予
定です。
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展示室で説明を受ける参加者

展示の様子
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第２回地球教室「ナゴヤで化石をさがそう！」を開催
●博物館

野外観察園展示「名大の蛾～夏編～」を開催
●博物館



　「名古屋大学キャンパスマスタープラン2010」が、今年
３月に策定されました。キャンパスマスタープランとは、
アカデミックプランや経営戦略等を踏まえつつ、秩序ある
施設整備を進めるための、長期的な視点に立ったキャンパ
ス全体の整備計画の指針です。「キャンパスマスタープラ
ン2010」では、本学の緑豊かな環境と自由闊達な教育研究
環境を継承発展させることを謳うとともに、本学が創立
100周年を迎える30年後に、世界最高水準の教育研究環境
を誇ることのできるキャンパス像を描いています（図１）。
　2008年８月に施設計画・マネジメント委員会に「キャン
パスマスタープラン2010策定に関する検討ワーキンググ
ループ」が立ち上げられ、建築やファシリティマネジメン
トの専門家集団である施設計画推進室や施設管理部を中心
に、交通・緑化・エネルギー・地域連携・国際連携・災害
対策・福利厚生・男女共同参画等、各分野を専門とする教
員の創意によってまとめられました。
　国立大学は法人化以降、中期目標 ･ 中期計画に基づき大
学を運営しており、６年の比較的短期間にその達成度が求
められています。一方で、名古屋大学は広大な土地と施設
を保有しており、キャンパス全体の整備は一朝一夕に進む
ものではないため、長期的な視野に立った計画が必要とな
ります。また、教育研究の方針、社会の情勢、財政的事情、
国の方針転換等の変化に、柔軟に対応できるものとするた
めにも、今回のマスタープランでは、30年先を見越した
キャンパスの骨格となる「フレームワークプラン」を策定
し、それをもとに６カ年で実行すべき中期的な「アクショ
ンプラン」を策定しています。

キャンパスマスタープラン2010の基本目標（図２参照）
　名古屋大学では、2000年に名古屋大学学術憲章に基づく

「名古屋大学キャンパスマスタープラン大綱」が制定され
ています。大綱には「名古屋大学学術憲章に定められた基
幹的総合大学としての責務を持続的に果たすため、知の創
造と交流を促すキャンパスを創出する」という理念のもと、
「個性的で開かれたキャンパス」、「知の創造を促すキャン
パス」、「知の交流を促すキャンパス」という３つの基本目
標が定められており、この目標実現のために「全学的協力
による一体的な整備」、「土地・施設の弾力的な活用」、「計
画・管理・評価体制の確立」という３つの基本方針が掲げ
られています。
　この基本目標に対応して、「キャンパスマスタープラン
2010」では、（1）「地球環境に配慮した低炭素エコキャン
パス」の実現※１）、（2）「グローバル＆ローカルに多様な連
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図１：東山キャンパス2040年模型

図２：キャンパスマスタープラン2010実現のためのロードマップ
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世界屈指の知的成果を生み出すエコキャンパス
－名古屋大学キャンパスマスタープラン2010を策定－



携を支援するキャンパス」の実現、（3）「自由闊達な教育
研究風土の基盤となるキャンパス」の実現が計画コンセプ
トとして掲げられ、これらを統括的に束ねる、（4）「キャ
ンパスの持続的発展を支え、大学経営に貢献するファシリ
ティマネジメント」の実施が、上記の計画コンセプトを支
える運営コンセプトとされています。

キャンパスの点検・評価とキャンパスマスタープラン
2010の課題
　名古屋大学のキャンパスマスタープランは、将来の変化
にも適応可能なように、点検評価を繰り返し、成長・発展
する計画として位置づけられています。そのため、改訂時
には従前のマスタープランとその実施状況を見直し、点
検・評価することが重要となります。キャンパスマスター
プラン2005策定以降、豊田講堂のリニューアルをはじめ、
既存施設の耐震機能改修や附属病院の改築、福利厚生施設
の充実など多くの施設整備が実現しました。一方で各キャ
ンパスには、部局の分散配置、建物の老朽化、CO2排出、
全学利用施設の運用問題など、多くの改善すべき課題も残
されています。

キャンパス・フレームワークプラン～30年後の長期ビジョ
ン（図３参照）
　キャンパスマスタープランは、建築とオープンスペース
で形成されるキャンパス空間の計画目標を設定し、継続的
に実施される施設整備と管理・運営の拠り所となる指針で
す。そこで、名古屋大学が創立100周年を迎える30年後に
実現を目指す計画目標が、ゾーニングや土地利用、交通、
緑地といった長期的に維持すべき空間形成の骨格となる

「フレームワークプラン」として示されるとともに、建築
や屋外環境のデザインの指針となるガイドラインが示され
ています。

キャンパス・アクションプラン～６年間の中期計画
　キャンパス・アクションプランは、大学の中期目標 ･ 中
期計画にリンクして、６年間で実現するための実行計画
と、キャンパスの効率的運営による施設経営計画からなる

「濵口プラン」の実現を、施設環境の面から支える計画で
す。この「アクションプラン」では整備や運用のレベルが、
①概算要求か外部資金の新規投資を伴う整備、②学内予算
による整備、③予算化はせず、運用対応で実現する整備の
３項目に分けられ、整理されています。

計画実現のためのファシリティマネジメント
　キャンパスマスタープランに記載された計画を実現する
ためには、その原資となる財源を確保し、戦略的なファシ
リティマネジメントの考え方をもつことが必要となりま
す。ファシリティマネジメントは、財務・品質・供給の管
理目標（Plan）を設定し、その目標に向けて実行（Do）し、
評価（Check）することによって、さらなる改善（Action）
を目指すという、PDCA サイクルを回す考え方に基づい
て実施されます。

　このキャンパスマスタープランを、プランとして終わら
せることなく、施設関係の担当者のみならず、学内外の関
係者が共通認識とするとともに、施設整備や運営計画を立
案・執行する際に、常に念頭に置くバイブルとして活用さ
れることが期待されています。
　なお、マスタープランの冊子版と縮刷版が発行されてい
ます。下記URL※２）からダウンロードすることができます。

※１）�名大は2014年度末までに2005年比でCO2を20%以上削減する事
を目標としている。

※２）�http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/8campusmasterplan/�
campusmaster.html
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図３：東山キャンパス機能ゾーニング（フレームワークプラン）
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教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H22.� 5.14 日本都市計画学会�
2009年年間優秀論文賞

大学院環境学研究科教授 森川　高行

H22.� 5.21 ターボ機械協会　論文賞 エコトピア科学研究所教授 長谷川　豊 村田淳介（大学院工学研究科Ｄ3）、�
成田浩一（大学院工学研究科Ｍ1）他３名
と連名

H22.� 5.28 交通工学研究会�
第24回交通工学研究会論文賞

大学院環境学研究科教授 森川　高行 他４名と連名

H22.� 6.� 5 日本小児内分泌学会�
ノボ・ノルディスク成長発達研究賞2010

環境医学研究所准教授 林　　良敬

H22.� 6.� 6 第31回日本バイオレオロジー学会　論文賞 医学部附属病院講師 山本　徳則
H22.� 6.11 日本ビタミン学会　第62回大会奨励賞 大学院生命農学研究科�

准教授
邊見　　久

H22.� 6.11 第11回酵素応用シンポジウム　研究奨励賞 大学院生命農学研究科�
准教授

人見　清隆

H21.� 6.12 第11回酵素応用シンポジウム　研究奨励賞 大学院生命農学研究科�
准教授

邊見　　久

H22.� 6.15 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門�
ROBOMEC 表彰

大学院工学研究科教授 新井　史人

H22.� 6.15 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門�
ROBOMEC 表彰

大学院工学研究科教授 福田　敏男

H22.� 6.26 Water�and�Environment�Technology�
Conference�2010�
Best�Presentation�Award

エコトピア科学研究所�
研究機関研究員

井上　　康 李　智 （大学院工学研究科 D3）、�
鈴木大典（エコトピア科学研究所助教）、�
片山新太（エコトピア科学研究所教授）と
連名

H22.� 7.� 2 第32回応用物理学会論文賞 物質科学国際研究センター
助教

宮田　耕充

H22.� 7.� 3 腎疾患と高血圧研究会�
最優秀奨励賞

大学院医学系研究科�
寄附講座助教

鈴木　康弘

H22.� 7.� 6 従四位瑞宝小綬章 名誉教授 塚部　啓道
H22.� 7.15 2010�CIGRE パリ大会�

優秀日本論文最優秀論文賞
大学院工学研究科教授 大久保　仁 他４名と連名

H22.� 7.19 日本計算力学連合 Award 大学院工学研究科教授 大野　信忠
H22.� 7.20 セメント協会�

第64回セメント技術大会優秀講演者賞
大学院環境学研究科准教授 丸山　一平

H22.� 7.22 The�8th�International�Quantum�
Communication�Award��

（第８回量子通信国際賞）

大学院情報科学研究科教授 小澤　正直

H22.� 8.� 4 日本エアロゾル学会�
第27回エアロゾル科学・技術研究討論会�
ベストポスター賞

太陽地球環境研究所助教 中山　智喜 鏡谷聡美（大学院理学研究科 M2）、�
持田陸宏（高等研究院特任准教授）、�
松見　豊（太陽地球環境研究所教授）�
他１名と連名

H22.� 8.� 4 日本エアロゾル学会�
第27回エアロゾル科学・技術研究討論会�
井伊谷賞

高等研究院研究員 岩本　洋子 持田陸宏（高等研究院特任准教授）と連名

H22.� 8.14 The�Frank�A.�Beach�Comparative�Psychology�
Award

大学院情報科学研究科�
准教授

川合　伸幸 柴崎全弘（平成19年度本学修了生）と�
連名

H22.� 8.20 日本工学教育協会�
日本工学教育協会賞

大学院工学研究科教授 佐藤　一雄

H22.� 9.� 8 日本地球化学会　学会賞 年代測定総合研究センター
教授

鈴木　和博

H22.� 9.� 8 日本植物形態学会　奨励賞 大学院理学研究科助教 上野　宜久

事務職員・技術職員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H22.� 8.21 正六位瑞宝双光章 元プラズマ研究所総務課長 安藤　　勉
H22.� 9.� 9 厚生労働大臣表彰 医学部附属病院�

栄養管理部副部長
鈴木　富夫
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学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H22.� 5.14 ナノ学会第８回大会　若手優秀発表賞 大学院工学研究科 M2 渡辺　将生
H22.� 5.23 第12回 AMS シンポジウム　ポスター賞 大学院環境学研究科 M2 松本　佳納 中村俊夫（年代測定総合研究センター教授）�

他３名と連名
H22.� 6.� 1 物理探査学会�

第121回（平成21年度秋季）学術講演会�
優秀ポスター賞

大学院環境学研究科 M2 渡辺　志穂

H22.� 6.� 4 ICSM�2010�SYNTHETIC�METALS��
YOUNG�SCIENTIST�AWARD

大学院工学研究科 D3 渡辺峻一郎

H22.� 6.28 11th�International�Symposium�on�
Spermatology　Best�Poster�Paper�Award

大学院理学研究科 D2 齋藤　貴子

H22.� 6.28 XIII�International�Conference�on�Intergranular�
and�Interphase�Boundaries�in�Materials�(iib�2010)�
Young�Scientist�Award

大学院工学研究科 D3 稲元　　伸 山崎　順（エコトピア科学研究所助教）、�
田中信夫（エコトピア科学研究所教授）、�
他４名と連名

H22.� 7.� 8 プラズマ分光分析研究会2010筑波セミナー�
ポスター賞

大学院工学研究科 D2 高崎　裕加 梅村知也（エコトピア科学研究所准教授）
と連名

H22.� 7.� 9 日本コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科 D2 五十嵐　豪
H22.� 7.10 第45回有機反応若手の会　ポスター賞 大学院理学研究科 M1 松浦沙奈枝
H22.� 7.15 日本保全学会�

第7回学術講演会第2回学生セッション優秀賞
大学院工学研究科 M2 近藤　佑輔

H22.� 7.23 日本航空宇宙学会�
航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム
2010�
学生プレゼンテーション賞

大学院工学研究科 M1 鈴木　角栄

H22.� 7.23 日本航空宇宙学会�
航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム
2010�
学生プレゼンテーション賞

大学院工学研究科 M2 高木　大輔

H22.� 7.31 特定領域研究�機能元素のナノ材料科学�
第３回若手の会増本賞

大学院工学研究科 M2 内田　光亮

H22.� 8.12 ISPRS�Commission�VIII　Best�Paper�Award� 大学院環境学研究科 D1 陳　　学泓�
H22.� 8.13 SOCCER�2010�(Summer�Organic�Chemistry�

Conference�on�Everybody's�Research)�
Oral�Session�Award�for�Students

大学院理学研究科 D1 大町　　遼

H22.� 8.19 日本分析化学会中部支部�
第29回分析化学中部夏期セミナー�
ポスター講演奨励賞

大学院工学研究科Ｍ2 長坂　卓哉

H22.� 8.21 日本下垂体研究会�
第25回学術集会最優秀発表賞

大学院生命農学研究科 M2 難波　陽介

H22.� 8.23 Finalist�of�Thorlabs�Best�Student�Paper�Award 大学院工学研究科 M2 伊藤　優司
H22.� 8.25 電気学会産業応用部門　優秀論文発表賞 大学院工学研究科 D3 ラウンドサック

サミット
H22.� 9.� 1 ISDEIV�2010�

Honorable�Mentioned�Paper
大学院工学研究科 M2 石田　亜成

H22.� 9.� 4 高分子学会東海高分子研究会�
学生研究奨励賞

大学院工学研究科 M2 松田　　将

H22.� 9.� 5 日本磁気学会　学生講演賞 大学院工学研究科 M2 中島　将太
H22.� 9.� 6 フラーレン・ナノチューブ学会�

第２回若手奨励賞
大学院理学研究科 D3 浅田　有紀

H22.� 9.10 第21回基礎有機化学討論会�
ポスター賞

大学院理学研究科 M1 松浦沙奈枝

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時

18 名大トピックス◦ No.209

受賞者一覧



記事 月日 新聞等名

1 講演会「生物多様性とは何だ !?」開催：７日 戸丸信弘生命農学研究科教授が講演 � 8.16（月） 中日（朝刊）

2 現代日本誤百科（295）：「真相はまだ藪の中」町田 健文学研究科教授 � 8.16（月） 中日（朝刊）

3 第23回電子顕微鏡技術研修会「夏の学校」公開講演会「微化石放散虫が地質年代革命を起こした！」開催：27日 �
足立 守博物館特任教授が講演

� 8.16（月）
� 8.20（金）
� 8.21（土）

中日（朝刊）
読売
朝日（朝刊）

4 渡邉豊英情報科学研究科教授のグループ 英文を入力するだけで自動的に穴埋め問題を作成するシステムを開発し、
インターネットで試験公開する

� 8.16（月） 中日（夕刊）

5 インド文化の会開催：31日 上原永子さん本学大学院生が話す � 8.16（月） 中日（夕刊）

6 医療講演会「認知症・糖尿病・リウマチ・骨粗鬆症」開催：27日 石黒直樹医学系研究科教授、井口昭久本学名誉
教授が講演

� 8.17（火） 中日（朝刊）

7 「パーキンソン病講演会」開催：28日 平山正昭医学部附属病院講師が講演 � 8.17（火） 中日（朝刊）

8 第２回情報科学研究科附属組込みシステム研究センターシンポジウム開催：９月15、16日 � 8.17（火） 日刊工業

9 現代日本誤百科（296）：国会で「つるし上がる」町田 健文学研究科教授 � 8.17（火） 中日（朝刊）

10 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 希一郎エコトピア研究所教授がパネリストと
して参加

� 8.17（火） 日経（夕刊）

11 本学は海外４カ国の日本法教育研究センターで学ぶ外国人学生18人を招き、夏季セミナーを開講する � 8.18（水） 中日（朝刊）

12 本学は東京大学主催の「主要大学説明会2010」に参加する：21日 � 8.18（水） 読売

13 本学は今年度の文部科学省の人材養成プログラム�「看護師の人材養成システムの確立」に選定される � 8.18（水） 中日（朝刊）

14 横山 智環境学研究科准教授は線香の原料となるタブノキの樹皮の輸入をめぐる里山問題を解説する � 8.18（水） 中日（朝刊）

15 現代日本誤百科（297）：「アンケート調査」町田 健文学研究科教授 � 8.18（水） 中日（朝刊）

16 第14回博物館特別展「熱帯林－多様性のゆりかご－」開催：７月20日～10月23日 � 8.18（水） 中日（夕刊）

17 愛知県と科学技術交流財団の共同研究「超早期診断技術開発プロジェクト」公開キックオフセミナー開催：18日 �
プロジェクトリーダーの太田美智男産学官連携推進本部特任教授は「高齢者ができるだけ病院にかからずに社会生
活を営める装置の開発を目指したい。がん対策では、現在の機器を少しずつ改善し、患者の平均余命を５年延ばし
たい」と語る

� 8.19（木） 中日（朝刊）

18 現代日本誤百科（298）：「手応えをつかむ」町田 健文学研究科教授 � 8.19（木） 中日（朝刊）

19 後 房雄法学研究科教授は官邸で菅 直人首相と懇談する � 8.19（木） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

20 アーチェリー東海学生個人選手権大会：本学は女子団体１位となる � 8.20（金） 読売
朝日（朝刊）

21 本学特別教授の称号を授与された理化学研究所発生・再生科学総合研究センター長�竹市雅俊氏が、自然への興味が
研究に結びついたことなど、これまでの人生を振り返る

� 8.20（金） 中日（夕刊）

22 西村秀人国際開発研究科准教授は映画「瞳の奥の秘密」公開に寄せて、映画の舞台となったアルゼンチンの社会的
背景などを解説する

� 8.20（金） 朝日（夕刊）

23 叙位叙勲：正六位瑞宝双光章 元プラズマ研究所総務課長�安藤 勉氏 � 8.21（土） 読売
中日（朝刊）

24 21日に開催された「東海豪雨10年シンポジウム」での辻本哲郎工学研究科教授の講演の内容が紹介される � 8.22（日） 朝日（朝刊）
中日（朝刊）

25 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」開催：９月18日 � 8.23（月） 中日（朝刊）

26 現代日本誤百科（299）：「躊躇が残る」町田 健文学研究科教授 � 8.23（月） 中日（朝刊）

27 愛知県ターゲットアーチェリー：山本真也さん本学学生（リカーブ男子 １位） � 8.23（月） 中日（朝刊）

28 第57回楽しむ科学教室「宇宙から超極微小ナノの世界へ」開催：10月９日 篠原久典理学研究科教授が講演 � 8.23（月）
� 9.� 3（金）

中日（夕刊）
日刊工業

29 本学は「防災フェスタ2010�in 久屋大通」に参加する：９月３、４日 � 8.24（火） 読売

30 「複合材料と航空機関連部品適用セミナー」開催：９月10日 上田哲彦工学研究科教授が講演 � 8.24（火） 日刊工業

31 現代日本誤百科（300）：「不意に恵まれたチャンス」町田 健文学研究科教授 � 8.24（火） 中日（朝刊）

32 水田 洋本学名誉教授ら14人が呼びかけ人となった市民団体が「名古屋市の議会解散に反対する」との声明を発表する � 8.24（火） 読売

33 エドマンド・ホフさん本学大学院生は中日新聞「學生之新聞」の特集「キャラ熱に国境なし」で日本におけるコス
プレへの偏見を解説する

� 8.24（火） 中日（朝刊）

34 小笠原有美さん、岡本美紀さん本学学生は中日新聞「學生之新聞」の特集「キャラ熱に国境なし」の学生取材スタッ
フを務める

� 8.24（火） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

35 井龍康文環境学研究科教授らのグループは地球環境の変化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

� 8.25（水） 日刊工業

36 現代日本誤百科（301）：お金の「心配はかかりません」町田 健文学研究科教授 � 8.25（水） 中日（朝刊）

37 カンボジアの日本法教育研究センターに在籍する学生２人が祖国の復興に貢献したいという志を抱いて来日し、法
学部の短期研修に参加する

� 8.25（水） 読売

38 愛知県と本学など名古屋東部周辺18大学が、リレー学術トーク「未来へつなげる自然再生」を９～10月に開催する � 8.26（木） 中日（朝刊）

39 現代日本誤百科（302）：「まぶたに涙をためる」町田 健文学研究科教授 � 8.26（木） 中日（朝刊）

40 本学と産業技術総合研究所、竹田印刷株式会社は植物由来の普通紙にはっ水性と抗菌性を付与する処理技術を開発
する

� 8.27（金） 日刊工業

41 門脇辰彦生命農学研究科准教授は、現在人間の都合で崩れてきている花とミツバチの関係に言及し、調和のとれた
生態系を作り出す必要性を訴える

� 8.27（金） 中日（朝刊）

42 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」：10月22日、29日、11月５日 西村秀人
国際開発研究科准教授が講義を行う

� 8.27（金） 毎日（朝刊）

43 平野眞一元総長がコーディネーターを務めた第７回中央日本交流・連携サミットの内容が紹介される � 8.27（金） 中日（朝刊）

44 後 房雄法学研究科教授は名古屋市議会リコール署名活動について市政の問題解決につながらないと語る � 8.27（金） 日経（朝刊）

45 名古屋市議会は元名古屋市経営アドバイザーの後 房雄法学研究科教授を招き勉強会を開く � 8.27（金） 読売

46 松林嘉克生命農学研究科准教授らのグループ 植物の根の成長を支える新しいホルモンを発見� � 8.27（金）

� 8.28（土）

中日（朝刊）
他３社
赤旗

47 テクノ・フェア名大2010「STEP�IN�TO�THE�FUTURE」開催：９月３日 � 8.27（金）
� 9.� 1（水）

日刊工業
中日（朝刊）

48 山岡耕春環境学研究科教授は地震防災対策について解説する � 8.28（土） 中日（朝刊）

49 第３回世界ハートの日「名古屋のつどい」開催：９月11日 宮地 茂医学系研究科准教授、石井秀樹医学部附属病院
助教が講演

� 8.28（土） 中日（朝刊）

50 朝日カルチャーセンター新講座：「宇宙の不思議に答えます」福井康雄理学研究科教授 � 8.29（日） 朝日（朝刊）

51 家森信善経済学研究科教授は名古屋市の減税対策について、「減税だけでは人や企業を呼び込む効果も小さく、地域
経済へのプラス効果も期待しにくいのでは」と話す

� 8.29（日） 読売

52 本学陸上競技部は全日本大学女子駅伝東海地区代表となる � 8.29（日） 読売
朝日（朝刊）

53 本学などが参加し、カーボンナノチューブの応用分野の開拓に向け産学官連携のプロジェクトが始動する � 8.30（月） 日経（朝刊）

54 伴 信太郎医学部附属病院教授は朝日新聞の医学部進学特集で医学部の学びをめぐる現状について解説する � 8.30（月） 朝日（朝刊）

55 阿部妃名子さん、上原敬尋さん本学学生は朝日新聞の医学部進学特集で医学部志望の動機や医学部を目指す人への
アドバイスを語る

� 8.30（月） 朝日（朝刊）

56 現代日本誤百科（303）：「通過となります駅」町田 健文学研究科教授 � 8.30（月） 中日（朝刊）

57 中田�實本学名誉教授は名古屋市の地域委員会のシステムについて、自治のあるべき姿を実現させた手法といえると
評価する

� 8.30（月） 読売

58 バスケットボール東海学生リーグ戦：本学は３部女子ｂブロックで１位となる � 8.30（月） 読売

59 親子で考える環境問題 公開講座 in 名古屋大学2010：コーディネーターを務める寺西 睦さん本学大学院生は「エコ
な祭りを世界に発信したい」という、にっぽんど真ん中祭り文化財団専務理事�水野孝一さんにインタビューする

� 8.31（火） 日経（朝刊）

60 名大サロンの主役：伊藤義人工学研究科教授が「成長する有機体としての図書館」と題して講演 � 8.31（火） 中日（朝刊）

61 杉山 直理学研究科教授は藤原 洋氏の出版記念会で同氏を「IT、環境エネルギー、太陽電池と壮大なスケールでい
ろいろなことをつなげ、日本を元気にしてくれる人」と紹介する

� 8.31（火） 中日（朝刊）

62 小野耕二法学研究科教授は名古屋市の議員報酬について、一定の報酬は必要という考えを示し、議会案も含め議論
すべきと語る

� 8.31（火） 読売

63 本学で開かれている高大連携高校生防災教育推進事業「高校生防災セミナー」の講師を務める福和伸夫環境学研究
科教授は、「社会を担う人たちに準備がなければ、将来、壊滅的な大地震が来たとき復興するのは困難」と話す

� 9.� 1（水） 中日（朝刊）

64 現代日本誤百科（304）：「肺活量を使う」町田 健文学研究科教授 � 9.� 1（水） 中日（朝刊）

65 松井充希さん本学学生は民主党代表選挙について「ここまでの動きは政策そっちのけの党内抗争にしか見えない。
代表選を行うのなら、それぞれの政策を明確に訴え、論戦を繰り広げてほしい」と話す

� 9.� 1（水） 読売

66 本学や名古屋市でつくる「名チャリ社会実験実行委員会」は１日から社会実験の参加者を募集する � 9.� 1（水）
� 9.� 7（火）

読売
朝日（朝刊）
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67 福和伸夫環境学研究科教授は、巨大地震に伴う長周期地震動について「超高層ビルなどでの強震観測や実験データ
は十分になく、現時点で巨大地震時の被害を想定することは難しい。今後は高層建築に地震計を設置するなどして
基礎的なデータを集め、被害を予想する方法を構築する必要がある」と話す

� 9.� 1（水） 朝日（夕刊）

68 全国５例目となる家族承諾のみの脳死移植の手続きがとられ、提供された肝臓の手術が医学部附属病院で行われる � 9.� 1（水）
� 9.� 2（木）
� 9.� 3（金）
� 9.� 4（土）

朝日（夕刊）
中日（夕刊）
中日（夕刊）
朝日（朝刊）

69 現代日本誤百科（305）：「バイクを盗難される」町田 健文学研究科教授 � 9.� 2（木） 中日（朝刊）

70 近藤孝弘教育発達科学研究科教授は「日本とアメリカの歴史認識をめぐる問題は、日本と中国などアジア諸国との
ものを比べるとその深刻度は低い」と指摘する

� 9.� 2（木） 朝日（夕刊）

71 齋藤永宏エコトピア科学研究所教授、成田哲博理学研究科助教は今年度の大幸財団の研究助成対象に選定される � 9.� 3（金） 中日（朝刊）

72 フラーレン・ナノチューブ学会開催：５～７日 篠原久典理学研究科教授が会長を務める � 9.� 3（金） 日刊工業

73 本学や藤田保健衛生大学などの国際共同研究グループ 白色人種の統合失調症の患者に多い遺伝子の変異が日本人
の患者にも同様に見られることを発見

� 9.� 3（金） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

74 中宇根沙織さん本学学生は、民主党代表選挙の立候補者の主張について「単に雇用があればいいわけではなく、や
りがいを感じられる仕事でないと長続きしない。働きやすい環境の整備こそ政治に求められているのに」と両候補
者への物足りなさを語る

� 9.� 3（金） 中日（朝刊）

75 「愛あるエコある住環境」講演会開催：16日 久野�覚環境学研究科教授が講演 � 9.� 4（土） 中日（朝刊）

76 全国６例目となる家族承諾のみの脳死移植の手続きがとられ、提供された肝臓の手術が医学部附属病院で行われる � 9.� 4（土）

� 9.� 5（日）
� 9.� 6（月）

朝日（朝刊）
中日（夕刊）
中日（朝刊）
中日（朝刊）

77 ４日に豊田講堂で始まった「COP10社会と学術の対話フォーラム 『生物多様性を主流に』」の様子が紹介される � 9.� 5（日） 中日（朝刊）

78 多剤耐性アシネトバクター菌の院内感染が各地で広がっていることに関して、八木哲也医学部附属病院准教授は
「多剤耐性アシネトバクター菌の院内感染はここ数年、欧州などで拡大。効く薬剤があっても、使うとまた耐性を持
つ恐れがあり、慎重な治療が必要となる」と話す

� 9.� 5（日） 中日（朝刊）

79 マイナス80：見えるか？（３）竹内恒夫環境学研究科教授 � 9.� 6（月） 中日（朝刊）

80 現代日本誤百科（306）：国民の「目線に立つ」町田 健文学研究科教授 � 9.� 6（月） 中日（朝刊）

81 特別講演会「名古屋大学博物館からはじめる恐竜学」開催：18日 � 9.� 6（月）
� 9.11（土）

中日（朝刊）
朝日（夕刊）

82 現代日本誤百科（307）：「二泊三日を過ごす」町田 健文学研究科教授 � 9.� 7（火） 中日（朝刊）

83 ランチョンセミナー「大学病院における化学療法部の活動」開催：安藤雄一医学部附属病院准教授が講演 � 9.� 7（火） 日刊工業

84 ハンドボール東海学生リーグ：本学は中京大学に35-29で敗れる � 9.� 7（火） 中日（朝刊）

85 世界化学年日本委員会委員長に就任した野依良治本学特別教授のプロフィールが紹介される � 9.� 8（水） 中日（朝刊）

86 現代日本誤百科（308）：「自分の爪跡を残す」町田 健文学研究科教授 � 9.� 8（水） 中日（朝刊）

87 名大カフェ “Science,�and�Me” 第３回「いのちの長さを科学する」開催：16日 � 9.� 8（水） 中日（朝刊）

88 後 房雄法学研究科教授は名古屋市議会が開くシンポジウムにパネリストとして参加する � 9.� 8（水）
� 9.11（土）

朝日（朝刊）
読売
赤旗

89 依田 憲環境学研究科准教授は動物観察の新しい手法「バイオロギング」を紹介する � 9.� 9（木） 中日（朝刊）

90 現代日本誤百科（309）：「末永くお使いください」町田 健文学研究科教授 � 9.� 9（木） 中日（朝刊）

91 「未来の食卓」上映と討論開催：18日 高野雅夫環境学研究科准教授が講演 � 9.� 9（木） 中日（朝刊）

92 森川高行環境学研究科教授は列車運行情報の携帯電話への配信について「遅延情報は前もって分かることが必要で、
配信は親切なサービス。」と述べ、「携帯端末の情報通信が一層普及する中、求められているのは高度ではなく、シ
ンプルなサービス。公共交通の信頼性向上効果もあり、社会的な意義は大きい」と話す

� 9.� 9（木） 中日（夕刊）

93 家森信善経済学研究科教授は中小企業金融について解説する � 9.10（金） 日経（朝刊）

94 第８回地球シミュレータシンポジウム開催：10月５日 坪木和久地球水循環研究センター准教授が講演 � 9.10（金） 日刊工業

95 吉田朋子エコトピア科学研究所准教授 雑誌『原子力 eye』の特集「放射線廃棄物の放射線利用」を執筆 � 9.10（金） 日刊工業

96 新司法試験2010年度 本学出身者の合格率は35％で合格者数は49名 � 9.10（金） 読売
他４社

97 三宅養三本学名誉教授らのグループは、同名誉教授が医学部助教授時代に発見した「オカルト黄斑ジストロフィー」
の原因となる遺伝子を突き止める

� 9.10（金） 中日（朝刊）

98 佐々木重洋文学研究科准教授は国の重要無形民俗文化財である奥三河地域の「花祭り」の保存の仕方、意義につい
て解説する

� 9.10（金） 中日（夕刊）
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記事 月日 新聞等名

99 科学技術振興機構と中国科学技術部共同の気候変動に関する研究交流課題の支援対象に、小林敬幸工学研究科准教
授と三東省科学院工業省エネルギー研究所による研究課題「低質熱の回生技術を用いる低炭素化に関する研究開発」
が採択される

� 9.11（土） 日刊工業

100 辻本哲郎工学研究科教授は水害被害の未然防止と水害が起きた時の正しい行動について解説する � 9.11（土） 中日（朝刊）

101 レーザー：上田哲彦工学研究科附属複合材工学研究センター長は同研究センターについて「国内有数の総合的な複
合材研究拠点として早く期待に応える成果を出したい」と語る

� 9.11（土） 日刊工業

102 家森信善経済学研究科教授は日本振興銀行の経営破綻について、地域経済への影響は大きくはないのではないかと
話す

� 9.11（土） 読売

103 小野耕二法学研究科教授は、リコールが地方自治に限って盛り込まれていることについて「都道府県や市町村は住
民に身近な存在。声を直接反映させる方策を法律で認めている」と説明する

� 9.11（土） 日経（朝刊）

104 本学などの女子大学生が参加するサークル「エコネクスなごや」の活動が紹介される � 9.11（土） 中日（夕刊）

105 第８回積水化学「自然に学ぶものづくりフォーラム in 名古屋」開催：10月14日 高井 治工学研究科教授がパネリ
ストとして参加

� 9.11（土）
� 9.15（水）

日経（夕刊）
日刊工業

106 堀 勝工学研究科教授ら シート状微小炭素材料のグラフェンを高速かつ大量に生成できる技術を開発 � 9.14（火） 日刊工業

107 福井康雄理学研究科教授らは電波望遠鏡の観測データを解析し、いて座方向に3000光年離れた場所にある超新星爆
発の残骸で、水素分子だけでなく水素原子も宇宙線陽子との相互作用でガンマ線を発生させている可能性が高いこ
とを突き止める

� 9.14（火） 日経（朝刊）

108 訃報：田嶋太郎本学名誉教授 � 9.14（火） 中日（朝刊）
他３社

109 現代日本誤百科（310）：「整合性が合わない」町田 健文学研究科教授 � 9.14（火） 中日（朝刊）

110 講座「慢性腎臓病」開催：18日 安田宜成医学系研究科 CKD（慢性腎臓病）地域連携システム寄附講座准教授が講演 � 9.14（火） 中日（朝刊）

111 現代日本誤百科（311）：「直球な」愛の歌 町田 健文学研究科教授 � 9.15（水） 中日（朝刊）

112 速水敏彦教育発達科学研究科教授は、岡崎市の小学校教諭が「殺人事件」を題材にした算数の問題を児童に出題し
たことについて、「授業に注意を向けさせる意図としても常識はずれで、強い悪印象を残してしまう」と話す

� 9.15（水） 中日（朝刊）

113 門脇辰彦生命農学研究科准教授ら ミツバチが温度や忌避物質を感じるメカニズムを世界で初めて発見 � 9.15（水） 中日（夕刊）

　近代思想のトマス・ホッブズからアダム・スミスへの継承とその西欧への普及
を文献的に実証する貴重なコレクションが附属図書館に「水田文庫」として収蔵
されました。これはアダム・スミス研究の国際的第一人者とされる水田　洋本学
名誉教授が研究上の必要から60年にわたって構築した蔵書の基幹部分です。
　今回の展示では、文庫の収蔵を記念して、水田名誉教授の研究の中核である
アダム・スミスを中心としたヨーロッパ啓蒙思想につらなる思想家たちの著作を
中心に紹介します。
　また、10月30日（土）、13時から16時30分まで、中央図書館５階多目的室におい
て講演会を開催します。
　みなさまのご来場をお持ちしております。

開催場所：中央図書館４階展示室
開催期間：10月14日（木）～11月11日（木）
　　　　　日曜・祝日を除く
開館時間：９時30分～17時まで
入 場 料：無料
問い合わせ先：附属図書館　Tel�052-789-3667

附属図書館秋季特別展
「水田文庫新所蔵記念　アダム・スミスと啓蒙思想の系譜」を開催中
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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
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－」

10月５日（火）～12月28日（火）
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－第２弾」
テ ー マ：「古生代の海と陸の生物」

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・月曜日
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－アダム・スミスと啓蒙思想の系譜－」
関連講演会
　10月30日（土）
　場　　所：附属図書館５階多目的室
　時　　間：13：30～16：30
　参 加 費：無料
　講演題目：「ぼくの思想形成と蔵書形成」
　講 演 者：水田　洋（本学名誉教授）
　講演題目：「自然法、共和主義、スコットランド啓蒙－水田文庫と私の研究」
　講 演 者：田中秀夫氏（京都大学教授）
　講演題目：「アダム・スミス思想体系と啓蒙思想の遺産」
　講 演 者：篠原　久氏（関西学院大学教授）

10月18日（月）～10月21日（木）
場　　所：上海交通大学
対　　象：大学管理運営者、大学職員、
　　　　　研究者、学生

［問い合わせ先］
国際部国際企画課国際企画掛
052-789-2044

第５回 AC21　国際フォーラム
テ ー マ：「国際化時代における大学間の競争と協力」
内　　容：�「大学ランキングと高等教育の評価」、「国際化時代における大学院教育」、

「国際化時代における世界レベルの大学の構築」という３つのトピックに
ついて議論する

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

［問い合わせ先］
情報科学研究科庶務掛　052-789-4716

情報科学研究科 
平成22年度　先端技術公開セミナー
テ ー マ：「NTT の研究開発戦略－光時代の新サービス創造に向けて－」
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長）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月21日（木）～10月22日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～17：30（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集積」
講演題目：「今求められる農学国際協働と人材育成」
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）
場　　所：東郷町民会館
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　第４回農場講演会
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）

10月23日（土）、10月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
教授　小林亮一　052-789-2432

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）

10月23日（土）、11月13日（土）、
12月４日（土）
場　　所：経済学部カンファレンスホール
時　　間：10：00～12：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
経済学研究科エクステンション・サービス
052-789-2361
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学オープンカレッジ 
「自由奔放！サイエンス」
講演題目：「しあわせとかなしみの分かちあいシステムの構築」（10/23）
講 演 者：齋藤洋典（情報科学研究科教授）
講演題目：「宇宙を実感してみよう－宇宙と地上で探るダークマター－」（11/13）
講 演 者：田原　譲（エコトピア科学研究所教授）
講演題目：「母なる星�太陽の不思議な素顔」（12/4）
講 演 者：草野完也（太陽地球環境研究所教授）

10月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］
講演題目：「変容する医薬品業界」（10/26）
講 演 者：佐藤健太郎氏（東京大学特任助教）
講演題目：「社会と科学・社会のための科学」（11/9）
講 演 者：澤本光男氏（京都大学教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月26日（火）、11月30日（火）
場　　所：附属図書館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21回、第22回ふみよむゆふべ
10月26日（火）
講演題目：「『酒飯論絵巻』に描かれる食物について
　　　　　－赤米（あかごめ）を中心として－」
講 演 者：伊藤信博（国際言語文化研究科助教）

11月30日（火）
講演題目：「『老子』の誕生と歴史」
講 演 者：神塚淑子（文学研究科教授）

10月29日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：14：35～15：55

［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　オープニングセレモニー 
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：第４体育館（柔道場）
時　　間：14：00～16：00
定　　員：20名
対　　象：小学校中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30日（土）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
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）

10月30日（土）～10月31日（日）
場　　所：文系総合館
　　　　　308、309教室（10/30）、
　　　　　文系総合館カンファレンス
　　　　　ホール（10/31）
時　　間：10：00～17：10（10/30）、
　　　　　９：00～17：30（10/31）
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
准教授　星野幸代　052-789-4875

国際言語文化研究科シンポジウム 
「台湾映画の現在」
テ ー マ「台湾ニューシネマの現在 / 台湾ドキュメンタリーの現在」
講 演 者：邱　坤良氏（元台北芸術大学学長）、
　　　　　黄　建業氏（台北芸術大学教授）、邱　貴芬氏（中興大学教授）、
　　　　　朱　恵足氏（中興大学准教授）、張　小虹氏（台湾大学教授）、
　　　　　候　孝賢氏（映画監督）、三澤真美恵氏（日本大学准教授）
内　　容：�１日目はニューシネマ編、２日目をドキュメンタリー編として

台湾から映画監督や大学研究者を招き講演会とシンポジウム
を開催
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月31日（日）
場　　所：教育学部附属中学・高等学校
　　　　　グランド
時　　間：13：00～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

和式馬術供覧

11月１日（月）～１月７日（金）
場　　所：野外観察園セミナーハウス
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：土・日曜日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館野外観察園展示 
「名大の蛾～秋編～」

11月２日（火）
場　　所：農学部 B 館319号室
時　　間：15：00～17：30
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　槇原大悟　052-789-4226

2010年度農学国際教育協力研究センター 
オープンセミナー
講演題目：「私の考える農学国際協力」
講 演 者：前多敬一郎（農学国際教育協力研究センター教授）

11月３日（水）～12月18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
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第20回博物館企画展 
キタン－名古屋高等商業高校／名古屋大学経済学部－ 
創立90周年記念展
テ ー マ：「響け！ “ 創統の鐘 ”�－名高商から名大経済学部への90年－」

11月５日（金）
場　　所：医学部附属病院中央診療棟３階
　　　　　講堂
時　　間：10：30～17：15
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
GCOE 事務局　052-744-1946

グローバル COE プログラム 
「機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点」 

第３回国内シンポジウム
テ ー マ：「神経疾患とがんの共通機能分子をめぐって」
講 演 者：吉田　稔氏（理化学研究所）、高倉伸幸氏（大阪大学）、
　　　　　水島　昇氏（東京医科歯科大学）、佐谷秀行氏（慶應義塾大学）、
　　　　　大隈良典氏（東京工業大学）

11月６日（土）
場　　所：法政国際教育協力研究センター
　　　　　２階 CALE フォーラム
時　　間：14：00～17：30
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
法政国際教育協力研究センター
052-789-2325

法政国際教育協力研究センター 
2010第３回高校生向けセミナー 

「ASIA －アジアの法と社会について考えよう」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月６日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：14：00～15：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第34回博物館コンサート（NUMCo） 
「フォルクローレ南米民族音楽 

－パラグアイのハープ－アルパのささやき」
演奏者：小栗康子さん、山本祐子さん（アルパ）

11月９日（火）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：15：00～16：30
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
GCOE 事務局　052-747-6521

グローバル COE「地球学から基礎・臨床環境学への展開」 
特別セミナー
講演題目：「スイス森林環境と欧州森林における地下部生態系炭素動態」
講 演 者：イバノ・ブルナー氏（スイス連邦森林雪景観研究所土壌科学ユニット長）

11月９日（火）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第64回防災アカデミー
講演題目：「減災社会を築く」
講 演 者：岩田孝仁氏（静岡県危機管理部危機報道監）

11月13日（土）
場　　所：野依記念物質科学研究館
時　　間：13：00～17：00頃
対　　象：�中学生から高校生、保護者、教員

［問い合わせ先］
男女共同参画室　052-789-5976

女子中高生理系進学推進セミナー／ 
若手女性研究者サイエンスフォーラム

11月20日（土）
場　　所：医学部附属病院
　　　　　中央診療棟３階講堂
時　　間：14：00～16：30
定　　員：100名
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
医学部・医学系研究科総務課
鶴舞公開講座担当　052-744-2500

平成22年度　鶴舞公開講座 
「食事：もっとも身近な健康法」
講演題目：「食事のとり方で良くも悪くもなる生活習慣」
講 演 者：鈴木富夫（医学部附属病院栄養管理部副部長）
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表紙

南部食堂でおしゃべりを
楽しむ留学生
（平成22年９月１日）

撮影協力：
留学生センター
　BEDANOVAさん（左）�
　（チェコ）
　KIMさん（右）�
　（オーストラリア）
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　大学文書資料室では、文学部卒業生の手塚哲氏からの寄
贈による、約1千点におよぶ名古屋学生会館の関係資料を
所蔵しています。「学生会館」といっても、現在の東山キャ
ンパスにある学生会館のことではありません。1949（昭和
24）年から73（昭和48）年にかけて、名古屋城二の丸にあっ
た学生寮のことです。
　名古屋学生会館は、嚶鳴寮（現在は国際嚶鳴館）のよう
な、名大が保有する寮ではありません。敗戦後、文部省の
外郭団体である財団法人学徒援護会（敗戦前の財団法人動
員学徒援護会を改組、現在の独立行政法人日本学生支援機
構の前身）により、全国各地に学生会館が設置されました
が、その一つが名古屋学生会館でした。
　しかし同館は、本部や多くの文系学部などがあった名城
キャンパスに隣接していたこと、名大生が多く入寮してい
たことなどから、名大の歴史とも浅からぬ関わりがありま
した。また、その設置についても、名大は密接な関係を持っ

ていました。
　名大は、一貫して学生会館建設運動を支持しますが、そ
の一方で運動との複雑な利害関係も持っていました。名大
は、占領軍に接収されていた名古屋城二の丸の旧第６連隊
の敷地や建物を、接収解除とともにキャンパスとして確保
しようとしていたからです。すでに建設前から旧連隊の建
物で寝起きし、「学生会館」を名乗っていた学生たちにとっ
て、名大のキャンパス計画との関係は微妙なものがありま
した。
　紆余曲折のうちに設置された名古屋学生会館ですが、各
地の学生会館と比べてもきわめて徹底していた寮生自治に
その特徴がありました。運営資金は文部省の予算が学徒援
護会を通じて確保されるものの、運営そのものには他機関
の介入を基本的に許さず、もっぱら寮生たちからなる自治
委員会が運営していたのです。

１　�白丸で囲ったあたりが名古屋学生会館。男子寮と女子寮に分かれてい
た。その右の広場を囲うように本部・附属図書館・文学部・法学部が、
下方に教育学部があった。教育学部の下方には、かつて天守閣があった
が、名古屋空襲で全焼していた（1959年に再建）。

２　�名古屋学生会館設立準備委員会関係の文書綴。
３　�『名古屋学生会館案内』（学徒援護会愛知県支部、1949年）。
４　�名古屋学生会館が発行していた雑誌『らじょう門』。らじょう（羅生）門

とは、名古屋城二の丸の東鉄門の異称。

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

４
３
２

１

102 名古屋学生会館 ―名古屋城の学生寮―
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