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平成１３年度入学式

４月９日、豊田講堂において平成１３年度名古屋大学入学

式が行われました。

松尾総長からは、大学院入学生（博士前期課程１，６０８名、同

後期課程４５２名、医学研究科博士課程１２５名）及び学部入学

生（２，２０７名）に対しそれぞれへの辞が贈られ、又、入学生

総代が入学生を代表し、入学にあたって、学生としての本

分を全うする事を力強く宣誓しました。なお、シンポジオ

ンホールでは式典の様子がカメラを通じてスクリーンに映

し出され、会場は詰めかけた保護者等で溢れかえっていま

した。

豊田講堂前では、式典を終えて退場する新入生を、各種

サークルに所属する先輩学生が待ちかまえており、様々な

パフォーマンスを繰り広げながら熱心に勧誘を行う姿が見

受けられました。

また、附属学校においては、４月６日に豊田講堂におい

て中学校及び高等学校の合同入学式が行われ、中学校８０名、

高等学校１２０名の入学を祝いました。

▲入学生総代による宣誓 ▲附属学校入学式において祝辞を述べる速水学校長
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総長の辞（２００１年大学院入学式）

松　尾　　　稔

名古屋大学大学院は、本日ここに博士前期課程１，６０８名、後

期課程に新たに４５２名、医学研究科博士課程に１２５名、合計

２，１８５名の入学生を迎えました。そのうち本学から進学した方

は前期１，０００名、後期２８４名ですが、本学以外から入学した

方 を々含め、本日、それぞれが修士あるいは博士の学位を目指

す出発点に並んだことになります。

皆さんは、すでに３年、４年あるいは６年以上にわたる学生

生活を終えられた、一人前の社会人であります。しかし同時に

今日から始まる新しい学生生活に対し、溌剌とした気分で、今

ここに出席されているものと信じます。私たち名古屋大学教職

員一同、心からの祝意を表すと共に、皆さんの、新鮮にして、志

ある向上心を萎えさせることのないよう、全力を挙げて対応する

ことを約束いたします。

この後に挙行される「学部への入学式」においても述べるつ

もりですが、今年は新しいミレニアムの、そして新しい世紀の始

まりの年であります。皆さんは、いわば人生の一つの区切りとも

いうべき大学卒業と、併せて新しい出発点ともいうべき大学院

入学を、２つの大きな時代の変わり目に遭遇された、誠に希有

な経験を有する新入生であります。このような時代の大境界期

には、政治・経済・産業構造はもちろんのこと、思想や社会秩序

など、あらゆる分野で歴史的大転換を引き起こそうとする気運

やエネルギーが、世界的規模で盛り上がってくるものです。大

学も決して例外ではありません。まずは過去を振り返り、反省す

べきは反省し、今後の方向を勇気をもって打ち出すべきだと、痛

感している昨今であります。と同時に、皆さんのような若者にとっ

ては、思い切った挑戦を試みる、大きなチャンスでもあります。

本日話したいことは沢山ありますが、３点についてのみ述べ

ることといたします。第一に「科学技術」、広く言えば「学術」の昨

今であり、第二にはこれと密接に関連する「文明の維持・発展」

について、また最後にはこれら両者を担う大学、特に名古屋大

学についてであります。

まず、第一の「科学技術」についてであります。“純粋の人文

学は科学ではなく、まして技術ではない”と専門家は言い、私も

その見解に賛成する者です。しかし近年、この分野も日本流に

は「人文科学」と呼ばれることが多く、他の文系諸学問と併せて

「人文社会科学」と称されることが通常になってきました。本日

は研究論文の発表会ではない上、時間的制約もありますから、

個 に々注釈をつけることは省略し、「科学技術」という用語に、現

在言うところの文系・理系の全ての「学術」が包含されている、

としてお聞き下さい。

さて、折に触れて申し上げておりますが、２，３百年前、地球上

の誰が、今日のグローバルな「情報時代」を予想しえたでしょう

か。先のミレニアムが始まる頃、つまり千年ほど前、月を眺めて

暮らした人たちが、やがて月に人間が降り立つなど想像しえた

でしょうか。ことほどさように、先の世界の予想は難しく、私たち

個々人は小さな存在です。私のような凡人には千年先はおろか、

２，３百年先のことも予想できません。ただ、将来のことはよく分か

らぬが、しかしその将来に責任を持っているのもまた事実であ

ります。この意味で、凡人は凡人なりに、身近なところから考え、

志を持って実行していく以外、道はありません。「将来への責

任」を全く無意味として退けるならば、地球４５億年に比べると、

たとえ瞬間ともいうべき数十年であったとしても、その地球上に

生を受けて精一杯生きようとしている自分自身こそを、否定す

ることになりましょう。

技術は、古来、人間の生活に必要だから生まれ、その有用性

により価値を認められてきた、いわば「生活のための道具」です。

すなわち、技術には明確な目的があることに注意すべきです。

道具である本質は現在も変わりませんが、“生活のための”とい

う目的が、時代、時代によって他の目的に置き換えられ、しばし

ば良い結果を生む反面、悲惨な事態を含む負の結果を生じて

きたこともまた事実であり、「技術には功罪がある」と言われる所

以であります。一方、科学は真理の探究のプロセスであり、その
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動機は“真理を知りたい”とする心です。従って、科学には明日

のための目的がないから、科学、あるいは科学者には功罪がな

いとされてきました。

しかし２０世紀、特にその後半から今世紀にかけての特徴の

一つは、学術、中でも自然系の科学技術分野の極度の専門分

科・細分化の進展であります。その背景には、高度技術が新し

い科学を発見し、その成果が旬日を置かずにまた次の技術に

適用される、という、科学と技術を切り離さない、いわゆる両者の

融合の時代－「科学技術の時代」の到来がありました。科学技

術は猛烈なスピードで発展を遂げ、先進諸国における高度技

術社会の出現を可能にしたのは、紛れもない事実です。と同時

に、次のような新しい認識をも必要とするようになりました。

まず第一に、科学あるいは科学者にも、たとえそれがマインド

しての認識であったとしても、少なくとも、将来の社会動向への

責任（功罪）は免れ得ない、という点であります。また、他の重要

な一点は、科学と密着した現在および将来の技術に関してで

あります。技術が道具である本質は変わりませんが、現在私た

ちは、好むと好まざるとに拘わらず、技術の成果物に取り囲まれ

て生活せざるを得ない状況に置かれています。つまり、技術は、

単なる「道具」を超えて、今や「環境」になっている点を直視しな

ければなりません。

さて、本日述べている、用語としての「科学技術」は、最初に

お断りしたように、自然系のみならず、人文社会系分野を全て

包含していることを、もう一度思い起こしていただきたい。この

意味では、皆さんのほとんどが、今後、より高度な科学技術社会

に飛び込もうとしている現実を想起してもらいつつ、第二点目

の「文明の維持・発展」の課題に入っていきましょう。

「文明」は百人の人が語れば百の定義があると言われますが、

私の畏敬する梅棹忠夫先生の定義は、実に簡潔で分かり易い。

「文明とは、人間と装置と制度から成る巨大なシステムである」

ということ、解説は省略しますが、これだけでお分かりのように、

要するに、物的・知的両面を総合した「社会」そのものです。

ただ今、“技術は単なる道具を超えて、今や環境になった”と

言いました。ここで特に強調したいことは、「科学技術と社会」、

言い換えると「科学技術と文明」は双方向に強い相互関係を有

すること、そしてこの双方向の関係は、あらゆる面で今後益々強

まるであろう、という点であります。このような状況の中で、科学

技術の一層の先端的研究成果がもし期待できなければ、２０世

紀から今世紀に引き継がれた困難な諸問題－資源・エネル

ギー・人口・食糧・環境・安全・人間性等々、何一つ解決がおぼ

つかないのは自明であります。

しかし同時に、科学技術が先端化－専門分科・細分化－され

るほど、その領域分野とそれを実行する研究者や技術者の視

点が、相対的に狭くなりつつある事実を見逃すわけにはまいりま

せん。この点には、将来の社会（文明）にマイナスの影響を生む

可能性の増大をも意味しています。この点には、私たちは既に

２０世紀に十分学習した筈であります。資源やエネルギーをが

ぶ飲みしつつ文明の快適性や利便性を手に入れた反面、これ

らの将来における枯渇をはじめ、環境や心に関する諸問題等々、

加えられた打撃も痛烈でありました。

皆さんは、次のような論旨が、丁寧な場合には、並置された２

枚の図面を参照にしながら、強調して述べられている書き物等

に出くわしたことがありませんか。きっとある筈です。すなわち、

左の図面には資源やエネルギーが、わずかここ百年ほどの間

に時間と共に急減していく概念図が、そして右の図にはこれに

連動して社会的生活レベルが急向上していく姿が概念的に描

かれています。ここで重要なことは、右の図の縦軸を「物的生活

レベル」ではなく、それに知性や精神的側面を加えた「文明」に

置き換えたならば、今や先進諸国における「文明」は頂点を過ぎ、

衰退に向かって下降線をたどりつつあると、論者の多くが指弾

していることです。これは多分事実であり、十分な説得力を持っ

ています。さすれば、発展途上国の文明レベルを向上させ、先

進諸国のレベルを何とか維持するためにはどうすればよいか。

自信はありませんが、試案として、次のように考えてはどうで

しょうか。これら左右２つの図を直結させるのではなく、中間に

もう一枚の図面を入れてみる。すなわち左の図にある資源や材

料を科学技術の力で再活用または新発見し、併せて人 の々知

性度を高め、かつ制度を整備することによって、文明に新しい

価値を付加するための「転換装置」です。この装置により、まず

は１００年ほどの過去の実態を分析することが第一です。転換装

置図の縦軸は、例えば資源の転換率であり、また知性の成熟度

などとなりましょう。きっと、文明に負の遺産を残していった誘因

の動態が推測できるに違いない。もしこのような分析が出来れ

ば、現在および今後の科学技術、すなわち学術を駆使して、こ
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れら転換率や知性の成熟度の在りようを提示し、将来世代の文

明への負の遺産を少しでも減らし、文明の発展・維持に多少な

りとも貢献できるのではないでしょうか。

できるだけ易しく述べたつもりですが、分かり難かったでしょ

うね。しかし次のことは、前述の最低条件として理解していただ

けると信じます。すなわち、自然科学系の科学技術が先端化

し、それに従事する研究者や技術者の視野が狭くなりつつある

現状の中で、以前から私が主張する「文理融合型の科学技術」

の創出が必須となってくる、ということです。環境学はもちろん、

生命科学技術・安全防災学・情報学など、２１世紀の中心的

disciplinesとなるであろう分野は、いずれをとってもそうであり

ます。現在言うところの人文社会科学分野の研究者・技術者が、

自然系の科学技術の基礎研究の段階から融合的に参画し、将

来、それが実用技術になった場合の社会動向を分析、評価す

べきであります。そしてもし、その成果が利益と共に、文明に対

する大きな負担を生む可能性があるならば、ハード、ソフトの両

面において、いかなる抑止装置を組み込んでおけばよいかを

全員で考えなければなりません。このようなことを一歩ずつでも

前進させるためには、２０世紀型の領域学術分野の再編統合、

あるいは一層の発展と共に、従来の領域を超えた新しい科学

技術分野の創出が是非必要であり、名古屋大学はここ一両年

集中的な論議を重ね、着実な実現に向けて自己改革を実行中

であります。

さて、最後に第三点目として、第一の「科学技術」、第二の「文

明の維持・発展」の両者を担う大学、特に名古屋大学について

述べておきたい。

この問題を考えるに当たり、私たちはまず、大学の存在理由・

存置価値が果たしてあるのか、という点を深く考究するところか

ら始めました。一冊の本にもなるほどの議論とその結果を、二、

三言で述べることは極めて難しいことです。しかし、敢えて申し

上げると、大学、特に日本の代表的国立基幹総合大学である

名古屋大学の存置価値は、現在および将来における科学技

術・文化・制度・経済などの基本的な存立基盤たりうることです。

私は、常々大学、特に国立大学は国際公共財・国際価値財と考

えております。競争原理に打ち勝って、近未来の社会に貢献す

る成果物を生み出すことが重要であることは当然ですが、併せ

て、民間には任せきれないこと、現代の経済価値に偏らず、市場

原理と世代を超えた価値を生み出し、かつ文明の物的・知的

到達度を研究し、次世代に継承することもまた重要な使命であ

ります。

そのためには本来なら国策、すなわち日本の高等教育研究

の価値と発展を考える場合には、国際社会の中で日本をいか

なる国にするのか、その中で高等教育研究はいかにあるべき

か、それを実現するためにはいかなる大学や研究機関が必要

で、いかなる人材が育成されなければならないか、また国の果

たすべき役割、特に投入すべき国費はいかにあるべきかなど、

戦略性を持った、国策が必要であります。と同時に、名古屋大

学自身による果敢かつ不断の自己改革が必要であることもま

た、当然のこととして厳しく指摘されるべきところであります。

このような状況にあって、名古屋大学を今後どのような大学

にするのか。構成員全員が自らの課題として自らが追求すべき

である、との観点から、これまでの本学の実績を正しく分析、評

価し、２１世紀を先導する学術の創設と大学の社会的責務を果

たすための方策をここ２，３年集中的に議論してきております。そ

の一部が昨年２月に制定された、学術活動の基本理念ともい

うべき「名古屋大学学術憲章」であり、それを基に長期目標とし

て描いたアカデミックプランの大枠であります。ここで詳しく述

べる時間はありませんので、入学式の後すぐにでも読んでもら

いたい。皆さんを、パートナーとして、理念と実行方針を共有す

る必要があるからです。そこでは、研究と教育、社会的貢献、大

学運営の目標と基本方針が示されています。本学が、教育を研

究と同等、あるいはそれ以上に重要視していることを是非理解

しておいていただきたい。そのために教官の側にも教授能力の

向上を厳しく要求しているところであります。従前のようにカリ

キュラム表に科目を並べ、一方的に教えるのみで、その教育成

果に無頓着な教官は着実に減ってきている筈です。これは皆さ

んにとっても楽なことではありません。言うなれば、皆さん自身

が「Incomes Check」から「Outcomes Assessment」、つまり達

成度によって評価される対象になるからです。

本日述べた内容のことを互いに理解し、本学が皆さんにとり、

青春の気概で、活き活きとした人生の、新たなるスタートを切る

に相応しい場所であることを約束すると共に、皆さん自身が最

大限の努力をされるよう、心から期待しております。

以上をもって、大学院入学生への辞といたします。
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総長の辞（２００１年学部入学式）

松　尾　　　稔

名古屋大学は、本日ここに２，２０７名の学部入学生を迎えまし

た。本学の教職員を代表して、まずは、“ご入学おめでとう”と心

から申し上げます。

皆さんは、多分、長い間の受験勉強からの解放感に浸りつつ、

これから始まる新しい学生生活に対し、夢と希望をもって、「青

春の気概」に満ちた、溌剌とした気分で、今ここに出席されてい

るものと信じます。私たち名古屋大学教職員一同、皆さんの、新

鮮にして、志ある向上心を萎えさせることのなきよう、全力を挙

げて対応することを約束いたします。

今年は新しいミレニアムの、そして新しい世紀の始まりの年

であります。大学ユニヴァーサル時代、すなわち万人が大学へ

進む時代になった今日は、多くの若者にとって、大学への入学

式は一種の「人生の通過儀礼」と言ってもよいかもしれません。

この意味で、人生の一つの大切な節目、新しい出発点を、皆さ

んはこれら二つの大きな時代の変わり目に、心身共に、青春の

真っただ中で遭遇するをいう、誠に希有な経験を有する新入生

であります。

何故こんなことを長 と々述べているのか。それは、このような

時代の大境界期には、政治・経済・産業構造はもちろんのこと、

思想や社会秩序など様 な々分野で、旧来に囚われない自由な

動き、大転換を引き起こそうとする気運やエネルギーが胎動し

てくるからであります。このような時こそ、皆さんのような若者に

は、思い切ったトライを試みる大きなチャンスです。

去年の入学式でも言いましたが、近頃「IT革命＝情報技術

革命」という用語を、新聞その他報道上で見たり聞いたりしない

日はない毎日であります。IT革命こそ、若い世代が引き起こし

た人類史上はじめての大革命になる可能性を有しております。

最近若干陰りが見え出したとは言え、アメリカのここ数年来の持

続的経済成長を指して、多くの政治家やエコノミストが“あれは

ITに踊らされた一種のバブル現象だ”と言っておりました。しか

し、ご承知と思いますが、１年ほど前のG８首脳会議において、

各国首脳は揃って、“これこそ、ニューエコノミーだ”と認め、か

つ宣言せざるを得なかったのであります。明確な思想に裏付け

られた数 の々ソフトに基づく新技術を通じて、あらゆる分野で革

命的な変革と、その結果としての経済変動をもたらした主役は、

紛れもなく若者たちであります。自然系と人文社会学系を包含

した近未来の科学技術分野は、皆さんの知と活力を待ち受け

ていると言っても過言ではありません。

ところで、皆さん、何かを漫然と待っていたら、誰かが自分の

人生を決めてくれると思っているのであれば、それは、余りにも

安易で情けなく、若者には似つかわしくない。自分自身の人生

を人のせいにするのではなく、志を持って、まず「在学中の生活

設計」を自らの手で、描いてみることです。それに従って、リスク

や挫折を恐れず実行していただきたい。経験を糧として、志は

より強く、凛としたものに育ち、社会に貢献できる「将来設計」へ

と、繋いでいくことが可能になるに違いありません。人類社会へ

の貢献こそ、日本の代表的基幹総合大学である、我が名古屋

大学に入学された皆さんに課せられた責務であります。以上、

いとも簡単に出来るかのごとく言いましたが、入学して大学生

活が始まればすぐに思い知らされるように、実はこれは言うほど

に容易いことではありません。
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そのような時、皆さんにとって大きな手助けになるのは、まず

は過去、それも自分自身の過去だけではなく、ご両親や祖父母

から折りにつけて聞かされたであろう過去を、自分のものとして

振り返ってみることです。自身が置かれている時代の現状を認

識し、それと、将来に対し自分が理想とするところとのギャップ

を分析・評価し、そのギャップを埋める努力を自分に課す、この

ような手順を踏んでみることです。その時、教官は皆さんの視点

に立って、授業および講義すると共に、パートナーとして助言し、

共に考えるに違いありません。

さて、このような手段が有効であるとしても、そこには相当な

覚悟と努力が必要です。ここで一般的な苦言・忠言－これらは

私自身の常なる反省でもありますが－を申し上げ、その後に２、

３の例を挙げてみましょう。まずは苦言・忠言です。できるなら

ば、各種のサークルやボランティア活動に参加し、教官を含め

た先輩・後輩、さらには実社会の人たちとの交流を深めていた

だきたい。そうした人々や社会との連帯・人間関係の中で、社会

人としての最低限の礼節を学ぶことです。大学生に対してこの

ようなことを話すのは、誠に遺憾でありますが、近年、新入生に

接した大学人の多くが、社会的マナーの著しい欠如にまず驚

愕させられる事実を、心に止めておいていただきたい。

次いで、これは一昨年の入学式でも述べたことですが、「知

る」ということと「理解する」ということには、大きな差があるという

点です。「知った」から「理解した」と思うのは錯覚です。

大学は「学問の府」でありますから、学問について述べること

から始めます。皆さんは授業や講義によって先達が成した成果

を知り、知った上で、自ら学習し、“何故ここまで分かったのか”

を深く理解することです。これにより、同時に、分からぬことがど

れほど多く残されているかを理解でき、皆さんの学習意欲を刺

激することになるでしょう。皆さんは、頭がよい筈だと、若干のう

ぬぼれを有しているに違いない。うぬぼれや自信は決して悪い

ことではない。しかし、上述した意味では、学問の成果はそのす

べてが、長いプロセスのそれぞれの段階であることを、かつ優

れた先達はもちろん、同級生や先輩に対する時、“上には上が

ある、しかし頂点はない！”ということを実感できるでしょう。

「知識」は古くなるが、「理解」に基づく「知恵」は年齢とは関係

しないことを知っておくべきです。一般的な苦言・忠言はこの程

度とし、次に、過去・現在・将来の国際社会－いわば

Internationalな側面と日本、すなわちNational あるいは日本

の Identityとを対比しながら、忘れられつつある日本の「庶民

生活での美徳」について少し振り返っておきたい。とは言っても、

ラフカディオ・ハーンの時代まで遡る必要はないでしょう。第２

次世界大戦敗戦前後の２，３０年、つまり皆さんのご両親や祖父

母の頃の実態の一部を、心を込めて聞くだけで十分です。

私自身の体験の一部を話してみたい。私は、両親が京都市

内での共働き教師だったせいもあって、幼児の頃から京都府と

滋賀県にあった２人の里と、京都市内を往ったり来たりしてい

ました。そのうちに戦争が激しくなり、やがて敗れて、日本が物

質的にも精神的にも荒廃していた頃、私は父の郷里の細野村と

いう寒村で生活していました。その頃は、日本中みんな貧しく、

特に農村の子供は貴重な労働力でした。田の草取り、田植え、

稲刈りに畑仕事、里山での下刈り、柴作り、枝打ちや間伐の手伝

いなどの山仕事、さらには飼っている牛や鶏の世話など、子供

の仕事はうんざりするほど沢山ありました。それでもみんなそれ

が普通だったし、夜になったら本を読む楽しみがあると思って、

作業をしていました。　一方で、その途中、“もうよいから遊びに

行っておいで”という家人の言葉を待って農作業の現場を飛び

出し、子供同志集団で、山へ、川へ、広場へと遊びまわったもの

です。このような労働体験や子供社会を通して、自然の恵みの

ありがたさ、人手を入れてこそ保持される自然との共生、子供

社会でのルールや、相手への思いやりと連帯感を自然に身に

つけていったのだと思います。

地域住民間の助け合いも、田舎では、川の利水・治水はもち
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ろん、個人農家の田植えや、何年かに一度の茅葺き屋根の全

面改修など、地域住民みんなの手助けで行われました。また、

都市内では、互いに食糧のやりとり、隣家の頼まれ留守番や、急

な降雨時の洗濯物入れなど、隣人が互いにやるのは当たり前

のことでした。このような環境の中で公共物への愛着や地域の

連帯感、大人・子供を問わない仲間との語り合い、さらには助け

合いの習慣や社会的ルールが培われていったのだと思います。

“今よりウンと苦しかった時の方がみんなもっと人間的だった”と、

中・高年者がよく言う所以です。

しかし、４０年ほど前から始まる日本の高度経済成長期に、事

態は変わってきました。この間、ひたすら、自己の生活向上、物

質的豊かさを求めて突っ走る中で、今お話しした社会生活上

での基本的ルールや心の持ちようを捨て去ってきた原因もまた、

実は私たち自身にあることを、そして失ったものを取り戻すのが

容易でないことも十分自覚し、反省しています。しかし、結果的

に世界に相応の影響力を持つ国になった現在の日本として、こ

のような現実を放置することは余りにも無責任です。と言って、

毎日ほど、巷間に伝えられる教育や育児に関する小手先の変

更や規制で、“心”が戻るとは思えません。

２１世紀には、本来的に日本人が持っていた良い点を、敗戦

前後とは異なる事象のもとで、まずは地域から始め次第に日本

全体へ、そして世界へと広げていく環境作りが必須と考えます。

私たちの年齢層の者は、遅きに失した皆さんへの継承を深く反

省しつつも、皆さんの世代に“失地回復”を託さざるを得ないの

です。“虫が良すぎる”という若者たちの批判は甘んじて受けた

上で、なおかつ、皆さんに、手を携え、パートナーシップの観点

から、互いに協力してもらいたいと願うのであります。

さて、名古屋大学は我が国７つの国立総合基幹大学の中

でヤンゲストであります。それ故に、古い伝統的学問の枠組み

に束縛されない自由闊達で、国際性に富んだ学風が醸成され

てきた、と人 は々言い、私たちも誇りに思っています。ただし、常

に反省を込めてであります。本日は、国際性、それも留学生や

海外からの研究者の来訪についてのみ、若干触れておきたい

と思います。

急速にグローバル化が進む中、日本だけが国際社会の外で

生きることは不可能です。旧来の日本人の Identityを、誇りを

持って取り戻し、その上で国際社会の一員であることを強く自

覚していただくと共に、まずは大学の中でトレーニングを積んで

もらいたい。昨年の大学院修了式と入学式において、私は“２１

世紀は「文明・文化の融和」が必然になるに違いない”と述べま

した。やや楽観的に過ぎるのは承知ですが、人間としての性善

説に立つならば、“コト”の大小や種類に拘わらず、安全で安心

して生きていける地球社会を、多くの人たちが望む筈だと信じ

たいからであります。そのためには、「真の国際化」に向け、自分

自身にとり、可能なことから為す努力をするべきです。

名古屋大学への留学生は、日本全体への留学生が停滞す

る中で、毎年着実に増加しています。現在約７０ヶ国から１１５０名

前後の留学生が本学に在籍しています。私自身は、もっともっと

数が多い方がよいと思っていますが、これでも国立大学では東

京大学に次いで２番目の数であります。加えて、年間ほぼこれ

と同数の外国人研究者が短・中・長期を併せて本学に滞在し

ています。言うならば、名古屋大学は、小さいけれども、しかし紛

れもなく一つの国際社会です。

高等学校を終えて間もない新入生の皆さんは、特別な人を

除き、これまでにほとんど外国の人たちと接する機会がなかっ

たと推測します。何となく苦手意識を持っているに違いないとも

思います。大学院の学生ですらが、そうだからであります。しか

し、hesitate せず、「隗より始めよ」であります。留学生も、ほとん

どの人が皆さんと友人になり、日本の文化を理解することを、心

から願っています。国際社会が、悲惨な地域紛争をなくし、安

全・安心に基づく真の豊かさを望むならば、文明・文化の混在を

促進し、自己の Identityを保持しつつ、互いが互いの文化を

認め合った上で協調し、「融和」の時代を建設していく以外に
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道はない、と世界の心ある人 が々、そして本学に滞在する外国

からの友人たちが信じ、期待しているからです。

彼らの教育研究環境の整備などは私たち教職員の仕事で

あり、懸命の努力をしております。しかし、さらに重要なことは、現

場の留学生と共に過ごす日本人学生の皆さんが、彼らが気後

れしない雰囲気作りに手を貸してくれることです。本学にやって

くる留学生は、学問的にも向上意識が高く、人間的にも優れた

人がほどんどです。日本の文化はもちろん、他国の留学生から

それぞれの文化を学びたいという意欲を、しばしば感じます。

皆さんには、“仲間意識を持て”というよりも、“良い教師が沢山、

周りにいる”と考えてもらいたい。きっと、皆さんの人格形成の上

でプラスになるでしょうし、卑近なところでは、最近しばしば見

聞する若者の不正確な日本語がもし皆さんにも染みついてい

るのであれば、それは間違いなく彼らとの「日本語による会話」

の中で矯正されていくでしょう。

時間も一杯になってきましたので、最後に「名古屋大学学術

憲章」について一言付言しておきます。名古屋大学は、学問の

府として、大学固有の役割とその歴史的、社会的使命を確認し、

学術活動の基本理念を「名古屋大学学術憲章」として昨年２

月に制定しました。この憲章を、新たな世紀を先導する本学の

指導的理念として全構成員が共有し、着実に実行に移していく

ことを申し合わせたのであります。入学式の後、皆さんもすぐに

読まれ、かつこの理念を共有されんことを切に望みます。

凛とした志を持ち、若者らしく、明るい気持ちで、記念すべき

新しい学生生活のスタートを切られることを心から期待しており

ます。

以上をもって、入学生への辞といたします。
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●副総長

伊藤　正之

（いとう　まさゆき）

昭和１５年１０月１３日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和４１年１０月

　名古屋大学助手（理学部）

昭和４５年１月

　名古屋大学講師（理学部）

昭和４７年７月

　名古屋大学助教授（理学部）

昭和６１年９月

　名古屋大学教授（教養部）

平成５年１０月

　名古屋大学教授（情報文化学部）

平成８年４月

　名古屋大学情報文化学部長

　（～１１．３）

平成１３年４月

　名古屋大学副総長

　（１３．４．１～１４．３．３１）

●大学院環境学研究科長

小川　克郎

（おがわ　かつろう）

昭和１３年１１月２７日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和３９年４月

　通産省業技官（研究職）

昭和４７年１０月

地質調査書物理探査部技術開発課主

任研究官

昭和４８年１２月

　石油開発公団入団

昭和５２年１月

通産省業技官　地質調査所物理探査

部技術開発課主任研究官

平成３年６月

　地質調査所長

平成６年３月

　名古屋大学教授（理学部）

平成８年４月

　名古屋大学教授（大学院理学研究科）

平成１３年４月

　名古屋大学大学院環境学研究科長

　（１３．４．１～１４．３．３１）

●情報文化学部長

田中喜美春

（たなか　きみはる）

昭和１６年１月１日生

平成１３年４月１発令

（略　歴）

昭和３９年４月

　浜松市立高等学校教諭

昭和４６年４月

　岐阜大学助手（教育学部）

昭和４７年４月

　岐阜大学講師（教育学部）

昭和４８年４月

　岐阜大学助教授（教育学部）

昭和６１年４月

　名古屋大学教授（教養部）

平成５年１０月

　名古屋大学教授（情報文化学部）

平成１３年４月

　名古屋大学情報文化学部長

　（１３．４．１～１５．３．３１）
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●化学測定機器センター長

上村　大輔

（うえむら　だいすけ）

昭和２０年１０月２７日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和４８年４月

　名古屋大学助手（理学部）

昭和５４年４月

　静岡大学助教授（教養部）

平成３年４月

　静岡大学教授（教養部）

平成７年１０月

　静岡大学教授（理学部）

平成９年１０月

　名古屋大学教授（大学院理学研究科）

平成１３年４月

　名古屋大学化学測定機器センター長

　（１３．４．１～１５．３．３１）

●留学生センター長

末松　良一

（すえまつ　よしかず）

昭和１８年１０月２４日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和４６年４月

　名古屋大学助手（工学部）

昭和５０年４月

　名古屋大学講師（工学部）

昭和５２年１１月

　名古屋大学助教授（工学部）

昭和６３年１２月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１３年４月

　名古屋大学留学生センター長

　（１３．４．１～１５．３．３１）

●難処理人工物研究センター長

浅井　滋生

（あさい　しげお）

昭和１８年９月１３日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和４６年４月

　名古屋大学助手（工学部）

昭和５４年９月

　名古屋大学助教授（工学部）

昭和６３年４月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１３年４月

名古屋大学難処理人工物研究セン

ター長

　（１３．４．１～１５．３．３１）
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●環境量子リサイクル研究センター長

河出　　清

（かわで　きよし）

昭和１６年５月１４日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和４２年４月

　東京理科大学助手（理工学部）

昭和４３年７月

　名古屋大学教務員（工学部）

昭和４４年４月

　名古屋大学助手（工学部）

昭和５６年４月

　名古屋大学講師（工学部）

昭和５７年６月

　名古屋大学助教授（工学部）

平成４年７月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１３年４月

名古屋大学環境量子リサイクル研究

センター長

　（１３．４．１～１５．３．３１）

●発達心理精神科学教育研究センター長

本城　秀次

（ほんじょう　しゅうじ）

昭和２４年１２月２１日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和５３年３月

　国立療養所榊原病院精神科医師

昭和５５年１０月

　静岡県立病院養心荘医師

昭和６０年８月

　名古屋大学助手（医学部）

平成元年３月

　名古屋大学講師（医学部）

平成元年４月

　名古屋大学助教授（教育学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（教育学部）

平成１２年４月

名古屋大学教授（大学院教育発達科

学研究科）

平成１３年４月

名古屋大学発達心理精神科学教育研

究センター長

（１３．４．１～１５．３．３１）

●地球水循環研究センター長

中村　健次

（なかむら　けんじ）

昭和２４年１２月２１日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和５２年４月

郵政省電波研究所　郵政技官

平成２年７月

郵政省通信総合研究所関東支所第一

宇宙通信研究室長

平成３年６月

郵政省通信総合研究所関東支所地球

環境計測研究室長

平成５年７月

郵政省通信総合研究所地球環境計測

部電波計測研究室長

平成６年４月

名古屋大学教授（大気水圏科学研究所

附属共同研究観測プロジェクトセンター）

平成１２年４月

同上　共同研究観測プロジェクトセンター長

平成１３年４月

名古屋大学教授（地球水循環研究セ

ンター）

平成１３年４月

　名古屋大学地球水循環研究センター長

　（１３．４．１～１５．３．３１）



１３

●総合保健体育科学センター長

�橋　俊彦

（たかはし　としひこ）

昭和１６年１月２２日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和４５年４月

　静岡県立病院養心荘医師

昭和５１年６月

　名古屋大学助手（医学部）

昭和５４年１月

　名古屋大学講師（医学部附属病院）

昭和５５年３月

名古屋大学講師（医学部附属病院分

院）

昭和５７年４月

　名古屋大学講師（医学部附属病院）

昭和６０年４月

静岡県立病院養心荘副院長兼医療部

第１診療科医長

平成元年４月

　名古屋大学講師（医学部附属病院）

平成３年４月

名古屋大学教授（総合保健体育科学

センター）

平成１３年４月

名古屋大学総合保健体育科学セン

ター長

　（１３．４．１～１５．３．３１）

●核燃料管理施設長

山本　一良

（やまもと　いちろう）

昭和２３年７月２日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和４８年４月

　名古屋大学助手（工学部）

昭和６３年５月

　名古屋大学助教授（工学部）

平成７年４月

　名古屋大学教授（工学部）

平成９年４月

　名古屋大学教授（大学院工学研究科）

平成１３年４月

　名古屋大学核燃料管理施設長

　（１３．４．１～１５．３．３１）

●学生相談総合センター長

鈴木　國文

（すずき　くにふみ）

昭和２７年９月２０日生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和５２年７月

　浜松医科大学助手（医学部）

昭和５４年４月

名古屋大学医学部附属病院

医員（研修医）

昭和５６年６月

　静岡県立病院養心荘医師

昭和５８年６月

　医療法人生々会松蔭病院医師

昭和６３年４月

　京都大学助手（保険診療所）

平成３年３月

　京都大学講師（保健管理センター）

平成８年１０月

　名古屋大学講師（医学部附属病院）

平成１０年４月

　名古屋大学教授（医学部）

平成１１年４月

　名古屋大学教授（大学院医学研究科）

平成１３年４月

　名古屋大学学生相談総合センター長

　（１３．４．１～１５．３．３１）



１４

INFORMATION

名古屋大学広報ビデオをリニューアル！

このたび、総務部企画広報室では、名古屋大学広報ビデオを全面的に改訂し、高校生及び受験生向けの教育紹介ビデオ

「２１世紀の大学教育－新しいリーダー像を求めて－」と一般来訪者向けの研究紹介ビデオ「時代を拓く知の拠点　名古屋大

学」を制作しました。

「２１世紀の大学教育－新しいリーダー像を求めて－」では、本学が平成５年から推進している４年一貫教育を中心に制作

されており、特に専門系科目と開放科目の紹介では、実際に学生や教官を登場させインタビューも交えて、ゼミ、実習、講

義等の特徴が効果的に描かれています。

また、「時代を拓く知の拠点　名古屋大学」では、各研究科、研究所ごとに研究内容を紹介するのではなく研究分野別に紹

介し、さらに教官自らが研究内容を紹介するなど工夫がなされています。具体的には、改革、歴史・伝統、生命科学、宇宙、

環境、物質、情報化、人文・社会科学、開かれた大学、総長インタビューで構成されています。なお、研究紹介ビデオは英

語版も制作されています。

今回のビデオは、各部局の事務部へも配布されていますので、利用される方は所属の事務にお問い合わせください。



１５

共通教育委員会では、平成１３年度より従来発行していた全学共通科目授業要覧に加え、CD-ROM版シラバスを作成し、

１・２年生等に配付することとしました。

これは、平成１２年度前期に新１年生に対して行われた、入学前におけるパソコン所有率の調査の結果、ほぼ６割の学生が

入学前にパソコンを所有している現状を踏まえて実施されたもので、CD-ROM版シラバスは、平成１１年度教育改善推進経費

（総長裁量経費）の「シラバス電子情報システムに関する入力方法の改善について」の、改善事項の一項目として検討・開

発されました。

CD-ROM版シラバスには、冊子版シラバスにはない検索機能等を有しており、パソコン所有者の自宅におけるシラバス検

索が容易にできるばかりでなく、インターネットへの接続により各教官が開設しているホームページを検索でき、受講科目

決定に役立つものと期待されています。

INFORMATION

CD-ROM版シラバスを製作



１６

INFORMATION

「CD-ROM版　名古屋大学研究者のプロフィール」が完成

本学ホームページ上での「名古屋大学研究者のプロフィール（日本語版・英語版）」の公開に引き続き、CD－ ROM版が

完成しました。

これは、ホームページ版と同様に、従来冊子で刊行していた各教官の研究に関する情報を、広く一般に紹介するために作

成されたもので、主に国公私立大学、高等学校等に配布されます。これにより、インターネットによるデータ通信環境が悪

い地域でも、本学の教官に関する情報を入手することができます。

また、ホームページで公開しているものと同様に閲覧者の利便を考慮して、教官の氏名や所属、専攻分野のほか、研究内

容に関連したキーワードによっても検索を行うことができます。



１７

学内宿泊施設の予約申込み等に関する事務が宿泊施設予約センターに一元化されたことに伴い、４月から学内の教職員向

けホームページ「事務案内システム」の「宿泊・厚生施設の予約・利用案内」で、オンラインによる宿泊施設の予約申請が

行えるようになりました。これにより、ホームページ上から各施設の空室状況を確認しながら、そのまま予約手続を行うこ

とができ、スピーディーな手続が可能になります。また、これに伴い、従来からの申請書を記入して持参する手続きは廃止

されました。

なお、予約申請を行うためには、事務情報システムのユーザ ID及びパスワードが必要となりますので、ご注意願います。

詳細については、ホームページをご覧ください。

INFORMATION

「宿泊施設のオンライン予約システム」が稼働


