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本学が創設準備を進めてきた大学院環境学研究科が平成

１３年４月に発足しました。これは本学が名古屋大学学術憲

章に則り、アカデミックプランに基づく大学再編の先駆け

として全学を挙げて取り組んできたものであり、本学では

初の文理融合型独立研究科が誕生したことになります。

同研究科は、地球環境科学、都市環境学、社会環境学の

３専攻で構成されています。各専攻の入学定員は、博士前

期課程が５４、４７、３６人、後期課程が２５、２１、１８人、教員は

１１９人（完成時）で、入学定員では理学部・理学研究科に

ついで本学で４番目、教員数でも農学部・生命農学研究科

についで５番目の規模を有する一大部局となりました。

同研究科には、既存の部局から、理学研究科地球惑星理

学専攻、工学研究科建築学専攻、文学研究科の社会学・心

理学・地理学の各講座が全面移行したほか、大気水圏科学

研究所、太陽地球環境研究所、言語文化部、情報文化学部、人

間情報学研究科、工学研究科土木工学専攻、同地圏環境工

学専攻の一部が加わり、さらに理学研究科附属地震火山観

測研究センター、年代測定総合研究センター、博物館、ア

イソトープ総合センターが協力講座として加わっており、

文字通り全学を挙げての組織再編となっています。

従来、環境学のような分野横断型の組織を作る際には、

その専門分野に特化した研究者のみが参集しモザイク型の

組織を編成することが多くみられました。同研究科では、

環境学を狭く限定せず、それを支える周辺基盤分野をも包

含した形で捉え、既存の学問分野を基盤とする３つの領域、

すなわち自然環境領域（理学）、人工環境領域（工学）、人

間環境領域（人文・社会科学）に領域研究・教育の柱を立

て、その上に領域横断型の連携研究・教育プログラムを走

らせる構成としています。３つの領域はそれぞれグローバ

ルな地球・技術・社会システムを構成する自然・物・人に

対応しており、２０世紀に失われた三者の調和ある関係を再

構築し、安全・安心で持続性の高い人類社会の創造に貢献

することが環境学の使命であるとの理念に基づいています。

環境学研究科の専攻・講座構成を、３ページの図に示し

ます。３つの専攻は、それぞれ上記の３領域に対応してお

り、２４の講座のうち、地球環境変動論、地球環境システム

学、都市持続発展論、環境・安全マネジメント、環境政策

論の５つの講座は大学院教育を専門に担当する講座であり、

「持続性学」と「安全・安心学」を２本の柱として、研究

科内他専攻との連携のもとに横断型連携研究・教育プログ

ラムを推進する核としての役割を担うとともに、学内およ

び国内外の大学等研究機関、さらには市民・行政とも連携

して共同研究を行い、社会への情報発信・還元の窓口とし

て機能します。他の１９講座は学部教育を兼ねて担当する講

座であり、個別学問領域の領域研究と専門教育を担当し、

既存の学問領域の継承発展を図りつつ環境学を育む土壌を

醸成する役割を担います。このような大規模な組織再編に

よる融合型研究科は環境学の分野では国内で初めてであり、

その成果が大いに期待されています。

環境学研究科の創設
－　本学初の文理融合型独立研究科が誕生　－
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大学院環境学研究科（前期課程及び後期課程）地球環境

科学専攻、都市環境学専攻、社会環境学専攻の入学式が、

４月２５日、シンポジオンホールにおいて行われました。

研究科長、両副総長及び事務局長らの参列する中、総長

から歓迎のことばが述べられ、続いて野田明子さん（地球

環境科学専攻）、高塚真央さん（都市環境学専攻）、ダムディ

ンスレン・オユントゥフールさん（社会環境学専攻）の３

名が入学生総代宣誓を行い、将来の抱負を述べました。

各専攻の入学者数は、地球環境科学専攻８１名、都市環境

学専攻１０２名、社会環境学専攻５８名、総勢２４１名を数えまし

た。

平成１３年度環境学研究科
初の入学式が行われる
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医学研究科では、今年度予算で設置が認められた医科学

専攻修士課程の入学式を、４月２７日医学部会議室において

挙行しました。

 医科学専攻修士課程は、下図のとおり主として四年制大

学を卒業後入学した学生に、医学及びこれを取り巻く様々

な科学的な分野においての高度な教育をし、多様な研究能

力を育み、更にはその研究を通して医学の大きな発展に寄

与しうる研究者等を養成することを目的に設置されたもの

です。

初年度の募集にもかかわらず、英国のポーツマス大学、

ウェールズ科学大学、米国のマサチューセッツ大学の各大

学卒業の日本人学生３名を含む４２名もの志願者があり、入

学試験の結果、２５名が合格しました。

 入学式には、この２５名全員と勝又研究科長始め修士課程

設置関係の教授などが出席し、同研究科長から１人ずつ入

学許可書が渡されると、出席者から拍手が起こりました。

また、同研究科長から、現代の医科学の大切さ、新入生

の今後の役割の大きさ等についてのはなむけのことばが贈

られると、出席者はその言葉の一つ一つを噛みしめるよう

に聴き入っていました。引き続き行われた教授陣の紹介で

は、教授１人１人からユーモアも交えた入学生への励まし

のことばが贈られ、ところどころで笑みがこぼれるなど、

厳粛な中にも和やかな雰囲気の漂う、２１世紀初年度に新た

に船出する大学院に相応しい入学式になりました。

医学研究科が医科学専攻修士課程入学式を挙行！
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本学では、学術憲章に則り、教育研究施設の充実を推進

していますが、平成１３年度は、新たに全国共同利用施設の

地球水循環研究センター、学内共同教育研究施設の発達心

理精神科学教育研究センター及び環境量子リサイクル研究

センターを設置しました。

●発達心理精神科学教育研究センター

子どものこころの問題に対して総合的にアプローチし、

その要因、治療法、対処法等について教育・研究を行うと

ともに、質の高い臨床心理士、スクールカウンセラーの養

成及び臨床活動の場としての役割を担うために設置

教育研究施設等の設置

●地球水循環研究センター

生物生存の基盤となっている水循環を大気圏、雪氷圏、生物

圏、地圏、海洋など多圏にまたがるさまざまな時間・空間スケー

ルを持ったシステムとしてとらえ、その構造と動態の機構を国内

外の関連研究者と共同研究により総合的に研究するために設置

●環境量子リサイクル研究センター

核燃料物質（UやTh）で汚染された物質を二次的な廃

棄物を出さずに除染し、高度にリサイクルすることによっ

て、放射性廃棄物量が増えてしまうという矛盾を解決する

高度な技術を学術的基礎とともに構築し、人類の将来にか

かわる要請に的確に応じるために設置

●乳幼児期の母子関係の 
　援助 
●児童青年期の母子関係 
　への対応 
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　への心理的対応 
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本学には、部局を基盤に整備拡充してきたキャンパスの

現状をふまえ、４キャンパスがそれぞれで独自の開発を行

うことを基本とした計画である「名古屋大学キャンパスマ

スタープラン‘９７」があります。しかしながら、昨今の大

学を取りまく情勢の変化に伴い、今後新たなる分野を開拓、

あるいは既存分野の再編によって活性化しなければならな

い本学の施設充実方針としては柔軟性を欠くおそれがある

ため、新たなるキャンパスマスタープランが求められてい

ました。

そこで、整備委員会のもとに、施設将来計画検討ワーキ

ンググループを平成１２年６月に発足させ、本学の施設の将

来計画を審議検討し、その結果を「名古屋大学施設将来計

画～キャンパスマスタープラン２００１の策定に向けて～」と

してまとめ、整備委員会で慎重に審議、決定し、評議会に

報告しました。

【「名古屋大学キャンパスマスタープラン大綱」の制定】

本学では、アカデミックプランとしての「名古屋大学学

術憲章」が制定され、この基本理念を実現するための施設

充実に向けた新たな理念、計画、実施方策を立てることが

緊急の課題となった。そのため、キャンパス整備に関する

３つの基本目標と３つの基本方針を定めた「名古屋大学

キャンパスマスタープラン大綱」を制定した。

【「名古屋大学の施設整備に関する短期計画」の制定】

名古屋大学の向こう５年間を目途に実現すべき土地、施

設の整備充実をするための具体的な方策として、１）キャ

ンパスの整備　２）教育研究施設の配置と整備　３）交流

施設等の配置と整備　４）点検評価と計画立案機能の強化

をあげている。

特に、東山キャンパスでは、機能別ゾーニング計画を行

い、地下鉄工事の完成を視野に入れた地域交流ゾーン、交

流施設（豊田講堂、図書館、博物館等）、共通教育施設（全

学共通教育講義室、共同利用講義室等）、及び福祉厚生施設

等を配置、その整備を進める学内交流ゾーン、それぞれの

部局で専用度が高い施設を配置する部局教育研究域、融合

型部局や、共同教育研究施設を配置する教育研究交流ゾー

ンに分けている。

【「点検評価のしくみ」の制定】

文部科学省（旧文部省）は「国立大学等施設の整備充実

に向けて～未来を拓くキャンパスの創造～」（通称：有馬レ

ポート）及び「国立大学等施設に関する点検・評価につい

て（中間まとめ）」（通称：木村レポート）を公表した。こ

れらは、国立大学等の施設は知的基盤としての社会資本で

あるとの認識の上に立ち、今後における国立大学等の施設

の整備充実を図るための諸施策のあり方を提言している。

特に施設の点検・評価活動の充実と活用は、国立大学等の

施設整備計画の立案にあたり必須であり、大学全体で取り

組むべきであると提言している。

それらを踏まえて、名古屋大学の全ての土地・施設を包

括的に　Ⅰ）調査　Ⅱ）整備　Ⅲ）維持管理　するための

自己点検評価項目を定め、それを実施し、その結果をキャ

ンパス将来計画にフィードバックするシステムを構築した。

（次ページの図を参照）

キャンパスマスタープラン２００１の策定に向けて
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名古屋大学キャンパスマスタープラン大綱

Ⅰ　趣旨

１．目的

本大綱は、名古屋大学におけるキャンパス整備に関する

基本目標と、その実現のための基本方針を定めることを目

的とする。

２．理念

名古屋大学は、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。

Ⅱ　基本目標

１．個性的で開かれたキャンパス

名古屋大学は、創設以来のキャンパス整備の特性を継承

し、発展させ、個性的なキャンパスを創出する。また、開

放的なキャンパスを創出して、学内外との有機的な連携を

図る。

２．知の創造を促すキャンパス

名古屋大学は、世界屈指の知的成果を産み出す創造的な

研究活動及び自発性を重視する高度な教育実践に資する

キャンパスの創出を目指す。名古屋大学は、それに必要な

土地及び施設の確保に努めるとともに、機能性、安全性、

快適性等、その質の向上を図る。

３．知の交流を促すキャンパス

名古屋大学は、構成員の自立的、自発的な活動の支援並

びに学内及び学外との多様な知の交流に資するキャンパス

の創出を目指す。この目標を達成するため、交流施設、イ

ンフラストラクチャー、屋外環境等の整備を図る。

Ⅲ　基本方針

１．全学的協力による一体的な整備

名古屋大学は、すべての土地及び施設を一体のものとし

てとらえ、部局の自立性及び自発性を尊重しつつ、全学的

な協力と合意に基づき、その整備を系統的かつ継続的に行

う。

２．土地・施設の弾力的な活用

名古屋大学は、すべての土地及び施設の使用を固定化す

ることなく、弾力的に活用する。また、部局を越えた汎用

性及び流動性を有する施設を整備し、その有効かつ合理的

な活用を推進する。

３．計画・管理・評価体制の確立

名古屋大学は、全学の土地及び施設を一体的に整備する

ための全学的な計画立案及び管理の体制を強化し、確立す

る。また、土地及び施設整備の計画及び実施に対する自主

的な点検評価並びに第三者による評価の体制を備え、総合

的な評価に基づきキャンパスマスタープランの更新と土地

及び施設の充実を図る。

▲「キャンパスマスタープラン大綱」と点検評価のしくみ
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１．本学では、全学の教育・研究、社会的貢献等に係る目

標・計画を立案し、その成果について評価を行う名古屋

大学全学計画評価委員会と、全学の計画評価に関し必要

な調査・分析等を行う評価情報分析室を設置しました。

�　全学計画評価委員会は、①長期の将来計画に基づく

中期の目標・計画（以下「ユニバーシティ・プラン」

という。）の立案及び評価に関する事項、②学内外への

全学データの公表に関する事項、③ユニバーシティ・

プランの実施のための全学的な連絡調整に関する事項、

④その他全学計画評価に関する事項を司ることを主要

な任務としています。

�　また、全学計画評価委員会の支援組織として学内措

置により設置された評価情報分析室は、①「名大の良

さを表現する」評価情報管理システム（IMS）の設計・

運用に関する事項、②計画評価のための調査・分析に

関する事項、③全学計画評価委員会への情報提供及び

委員会から依頼された専門的実務に関する事項、④そ

の他本学の計画評価に関し必要な事項に係る業務を行

うことを任務としています。同室は、４名の教官（室長　

池田高等教育研究センター教授）及び３名の事務職員

で構成されており、平成１３年３月から平成１６年３月ま

での中期目標として、①目標・計画を評価基準にした

指標の開発、②大学評価・学位授与機構に対応する

IMSの開発、③学内・学外及び国際比較ができるプロ

ファイルの開発、④全学計画評価委員会の活動に対す

るサポートを掲げています。平成１３年度の短期活動計

画としては、①学内評価指標項目に関する基本設計、

②大学評価・学位授与機構に対する評価報告書の作成、

③内外大学等の IMSの調査、④全学計画評価委員会の

立ち上げに関する実務支援を掲げています。

２．また、全学計画評価委員会が行う全学の教育・研究、

社会的貢献等に係る目標・計画の立案及びその成果に関

する評価の報告について、全学的見地から総合的に審議

するため、評議会の下に、名古屋大学計画評価審査委員

会を設置しました。

３．本学では、計画評価体制の充実を図ったことにより、

今後、その円滑な実施に向けて全学を挙げて取り組むこ

ととしています。

なお、４月１１日には、評価情報分析室（事務局１号館５

階）の開設に当たり、松尾総長、奥野・伊藤両副総長、

池田同室長及び野角事務局長により看板の上掲式が行わ

れました。

全学計画評価体制が充実される
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本学では、昨今の不安定・複雑化した環境のもとにある

学生・大学院生の様々な悩みに答え、その人間的な成長を

図ることにより、教育の効果を高めるとともに学生の立場

に立った大学作りに資するため、学生相談、就職相談、学

習指導などの部署をまとめ、学内措置による全学共通施設

として「学生総合センター」を設置し、４月２６日には、松

尾総長揮毫による表札の上掲式を松尾総長、伊藤副総長、

野角事務局長、鈴木センター長等の出席のもと行いました。

同センターの学生相談部門、メンタルヘルス部門及び就

職相談部門には、それぞれ専門の教員を配置するとともに、

学生支援担当と就職指導担当の専門員２名を配置するなど、

万全の体制で臨むこととしています。

「学生相談総合センター」の
表札上掲式が行われる
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農学部・大学院生命農学研究科では、昭和２６（１９５１）年

に創設された農学部が、本年４月をもって５０周年を迎えま

した。これを記念して、緑萌ゆる４月２８日、豊田講堂にお

いて農学部創立５０周年記念式典及び記念特別講演会などの

行事が盛大に開催されました。

記念式典には、学内外の来賓、名誉教授、卒業生及び教

職員など４５０名を超える多数の関係者の出席のもとに、並河

大学院生命農学研究科長の式辞にはじまり、松尾総長のあ

いさつの後、工藤智規　文部科学省高等教育局長、林良博　

国立大学農学系学部長会議会長（東京大学大学院農学生命

科学研究科長）、芦田淳　元本学学長、そして卒業生を代表

して福井敏夫氏から、それぞれ祝辞が述べられました。そ

の後、国内外の関係者から寄せられた祝電の披露が行われ

ました。

式典に引き続き、井村裕夫　総合科学技術会議議員（前京

都大学総長）による「生命科学の世紀を迎えて－わが国の

生命科学の課題」と題して、記念特別講演会（座長：山下

興亜　中部大学副学長（前本学副総長））が行われ、”２１世紀

は、生命科学がさまざまな分野で深く関係してくる時代と

なる。また、研究を先導する大学は、国際化への対応や産

学の協力のもとに、次の世代を担う新しい人材を育てる教

育も重視すべきである”と強調され、時代を見据えた講演

を、教職員・学生及び参加した一般市民はメモを取りなが

ら熱心に聴講しました。

その後、シンポジオンホールに会場を移して記念祝賀会

が行われ、並河研究科長、奥野副総長のあいさつに続き、

瓜谷郁三　元農学部長、大学間協定校であるカセサート大学

を代表して、タビワット・タサナワット獣医学部長から、

それぞれ祝辞などがあった後、野角事務局長の発声により

乾杯し、和やかな雰囲気の中、農学部の５０年の歩みを辿る

とともに、２１世紀を展望して更なる充実・発展の飛躍を念

じつつ、盛大に創立５０周年を祝いました。

なお、農学部創立５０周年記念事業の一環として、「名古屋

大学農学部五十年史」（平成１３年３月刊行）、「農学部創立５０

周年記念植樹」（ヒトツバタゴ（なんじゃもんじゃの木））

及び「農学部学術交流基金」の設立が行われたほか、農学

農学部創立５０周年を祝う
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▲記念植樹

部創立５０周年記念講演シリーズ「進化する生命農学」－２１

世紀のフロントランナー像－を主テーマとして、次のとお

り５回の講演会を開催する予定です（会場はいずれも農学

部第１２講義室、公開講演会として開催されます）。

講　演　題　目職　　　　　名講　　師日　　時回　数

「進化する生命農学：植物ホルモン「エ
チレン」の研究事例」

カリフォルニア大学名誉教授
（元本学客員教授）

Shang Fa Yang
１３．５．１６（水）
１３：００～１４：１５

１回

「生命農学者の自覚と責務」
奈良先端科学技術大学院大学名
誉教授・日本学士院会員

山　田　康　之
１３．６．１３（水）
１３：００～１４：１５

２回

「大学による国際協力：アジア法整備支
援の経緯から」

大学院法学研究科教授
（前研究科長）

佐々木　雄　太
１３．７．１８（水）
１３：００～１４：１５

３回

「ヒトと動物の関係学－関係性と多様
性の２１世紀科学」

東京大学大学院農学生命科学研
究科長

林　　　良　博
１３．９．１２（水）
１３：００～１４：１５

４回

「新らしい学術体制を探る」
中部大学副学長
（前本学副総長）

山　下　興　亜
１３．９．１９（水）
１５：００～１６：３０

５回

▲井村氏による記念特別講演
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アジア法政情報交流センター（Center for Asian Legal 

Exchange）は、法学研究科が全国に先駆けて取り組んでい

る「アジア法整備支援事業」を一層組織的かつ継続的に展

開するための拠点として、アジアを中心とした諸国の法や

政治に関する情報センター及びアジア諸国を中心とした

ネットワークのセンターとして、法学部創立５０周年の平成

１２年４月に発足しましたが、建物は卒業生をはじめ財界、法

曹界など各界から寄せられた募金によって、留学生セン

ターと合築するかたちでこのほど竣工し、４月１３日に落成

記念の講演会・式典・祝賀会を開催挙行しました。

シンポジオンでの記念講演会では、井上正幸　文部科学省

科学技術・学術政策局次長及び斉藤邦彦　国際協力事業団総

裁による「共生時代の国際協力と大学の役割」をテーマと

した講演の後、法学研究科の留学生から、アジア法政情報

交流センターへの熱い期待が日本語で語られました。質疑

応答も行われて、法学部の新入生を多数含む３００名近い参加

者が熱心に聞き入っていました。

その後、式典参加者は同センターに移動してテープカッ

トに臨み、続いて２階の「ケイル・フォーラム（CALE　

Forum）」と命名された多目的ホールで落成記念式典が行

われ、初代センター長の佐々木法学研究科教授から、建物

の簡単な説明に続いて、ガラス面の多い同センターの建物

のように透明性の高い法整備支援事業推進の決意が、約８０

名の列席者をまえに表明されました。

式典終了後、再度シンポジオンで法学部学生及び法学研

究科院生らと合流して祝賀会が開催され、同センター落成

記念行事は盛会のうちに終了しました。

法学部創立５０周年
アジア法政情報交流センター落成記念行事を開催

▲飯島（元学長）法学部創立５０周年募金後援会会長による講演 ▲関係者によるテープカット
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博物館は、平成１３年４月で創設１周年となります。その

創設１周年を記念して、４月７日に古川総合資料館で、ロ

ンドン自然史博物館の展示・教育部長であるジャイルズ・

クラーク博士による「ロンドン自然史博物館における２１世

紀の博物館教育」と題する特別講演会が開催され、学内関

係者および一般聴講者を含めて約３０名の参加者がありまし

た。

ジャイルズ・クラーク博士は、ロンドン自然史博物館に

おける展示の立案や施設の設計および博物館教育における

総責任者を務めるとともに、イギリス国内のみならず欧米

やアジア諸国の多数の博物館の展示・教育・技術アドバイ

ザーとしても活躍しています。

同博士は講演で、これからの博物館は、従来の「静的」

なものではなく、「動的」なものへと変わって行く必要があ

ることや、特に教育に関しては、博物館の展示物をこれま

での「陳列」から「情報の伝達手段」として活用していく

ことの重要性とその具体的な方法について、ロンドン自然

史博物館の事例をもとに紹介しました。また当日は、博物

館スタッフとの情報交換会も開催され、活発な議論が展開

されました。

ロンドン自然史博物館とは、展示や教育、研究に関する

情報交換を今後とも継続していく予定です。

博物館で創設１周年記念特別講演会が開催される
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博物館の創設記念特別展「名古屋の足下、濃尾平野の生

い立ちを知る・診る・探る」が、平成１２年１２月９日から平

成１３年４月９日まで開催されました。この特別展に関連し

た２回目の市民向け講演会が、３月２４日、博物館３階の講

義室で行われました。当日は、「名古屋大学所蔵古文書の世

界」というタイトルで、秋山年代測定総合研究センター助

手が約３０名の聴衆を前に特別講演を行いました。

講演は、本学のどの部局にどのような古文書が収蔵され

ているかから始まり、次に所蔵古文書の伝来と内容上の特

徴の解説、そして最後にこれらの古文書の管理と保存に関

する問題点が指摘されました。

古文書の伝来と内容に関する話では、博物館所蔵の大道

寺家文書、文学部所蔵の真継家文書、附属図書館所蔵の高

木家文書の順に、文書の内容、文書の応答に関する当時の

習慣、古文書から読みとれる人間ドラマ、偽文書問題など

がユーモアを交えて分かりやすく解説されました。

参加者からは、古文書についてのいろいろな話を第一線

の研究者から直接聞くことができただけでなく、歴史その

ものを考えるきっかけができてよかったという意見が聞か

れました。

博物館で特別講演会
「名古屋大学所蔵古文書の世界」が開催される
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太陽地球環境研究所が１０周年を記念して、昨年一般向け

に企画したビデオ「太陽　地球　そしてこの空」（制作／編

集はミノルタプラネタリウムによる）が、機械産業記念事

業財団（TEPIA）主催のビデオコンクールで、見事入選し

ました。この事業は、「TEPIAハイテク・ビデオコンクー

ル」として知られ、経済通産省、社団法人映像文化製作者

連盟などの後援を受けて、日本の映像文化の向上を目的に

毎年コンクールを実施しており、２０００年に制作された科学・

技術ビデオから約２００作品がノミネートされていたもので、

今年で１１回を迎えます。

ビデオ「太陽　地球　そしてこの空」（２０分）では、昨年

のスペースシャトル打上げシーンや宇宙から見た地球の姿

のハイビジョン映像（日本放送協会、宇宙開発事業団提供）、

さらにオーロラの舞いなど、最新の映像を交え、同研究所

の研究内容や、世界を舞台に観測を実施している姿などが

解りやすく紹介されています。

今回のコンクールでは、他に、東京シネマ「種子のなか

の海」、大成建設「古代の文明と都市」、科学技術振興事業

団「イメージ、言語、脳」、工業技術院「計測」、JT生命誌

研究館「ゲノム伝」、国立天文台「宇宙の果てに挑む」など、

１５作品が入選の栄誉に輝きましたが、国立大学関係では、同

研究所だけです。表彰式は４月２０日、東京で行なわれ、本

学からは松川総務部企画広報室長が出席しました。

なお、希望される方には本ビデオの貸し出しを行なって

いますので、同研究所庶務掛までご連絡ください。

太陽地球環境研究所制作のビデオが入選

▲受賞作品 ▲賞状と記念品
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大学史資料室は、平成１２年度からの新しい取り組みとし

て「名大史ブックレット」シリーズの刊行を企画し、企画

初年度に予定されていた３冊を平成１３年３月末までに順次

刊行しました。

今回刊行されたのは、本学大学院と日本の大学院の歴史

とのかかわりについて取り上げた「これまでの大学院・こ

れからの大学院」（平成１２年１２月刊）、鶴舞・大幸・東山の

本学主要キャンパスの歴史的な変遷を主なテーマにした

「名古屋大学　キャンパスの歴史１（学部編）」（平成１３年

２月刊）、本学体育会の歴史を軸に大学スポーツの歩みを

テーマにした「名古屋大学　スポーツの歩み」（平成１３年３

月刊）の３冊です。

「名大史ブックレット」は、本学の学生・教職員はもと

より広く学外者にも本学を身近な存在として知ってもらえ

るように、本学の歴史をテーマごとにコンパクトにまとめ

た小冊子です。各巻は５０～７０ページ程度にまとめられ、平

易な文章表現や写真等の多用によって既刊の「名古屋大学

五十年史」とは異なった趣向の手軽な名大史入門書として

の「読み物」に仕上がっています。

大学史資料室では、平成１３年度以降も「名大史ブックレッ

ト」シリーズとして毎年数冊ずつ継続して刊行する予定で、

「開かれた大学」をめざす本学の広報活動にも貢献するこ

とをめざしています。

大学史資料室が「名大史ブックレット」
シリーズの刊行を開始
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平成１３年春の叙勲及び褒章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。

［叙　勲］

勲三等旭日中綬章　　　榎本　　太　名誉教授
（総合言語センター）

勲三等旭日中綬章　　　加藤　　仁　名誉教授（工学部）

勲三等旭日中綬章　　　白戸　紋平　名誉教授（工学部）

勲三等旭日中綬章　　　田先威和夫　名誉教授（農学部）

勲三等旭日中綬章　　　戸澤　康壽　名誉教授（工学部）

勲三等瑞宝章　　　　　小林　喜男　名誉教授（農学部）

勲三等瑞宝章　　　　　三矢　英輔　名誉教授（医学部）

勲六等単光旭日章　　　松井　一三　元東山地区車庫長

勲六等宝冠章　　　　　三井　喜代　元副看護部長

［褒　章］

紫綬褒章　　　　　　　山下　興亜　名誉教授
（生命農学研究科）

４月９日、Bosengkham VONGDARラオス国立大学長が

本学を訪問しました。

今回の訪問は、本学とラオス国立大学との学術交流協定

を締結するために行われたもので、松尾総長、奥野・伊藤

両副総長をはじめ、法学研究科からは北住研究科長、小野

（評議員）、河野（評議員）、佐々木、杉浦の各教授が出席

し、調印式が行われました。

法学研究科は、１９９８年に「アジアにおける社会変動と法

整備」と題する国際シンポジウムを開催した際、ラオス国

立大学法学部長を発表者として招きました。その機会に、

交流を深めていくことが確認されました。その後も、アジ

ア法政情報センターを中核とする法学研究科のアジア法整

備支援事業の一環として、JICAの枠組みを利用しながら人

的な交流が密接に進められ、このたび大学間学術交流協定

を締結する運びとなったものです。

この締結により、両大学間の学術交流のさらなる進展が

期待されます。

春の叙勲・褒章受章者が決まる
－　本学関係者１０名が喜びの受章　－

ラオス国立大学と
学術交流協定を締結
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４月１２日、総長応接室において松尾総長から、フランスの

ジャック・バイル　ストラスブルグ大学教授に対し、小林遺伝子実

験施設長らの立ち会いのもと、本学の名誉博士号（第８号）が

授与されました。また、同日は引き続き豊田講堂第一会議室にお

いて同教授の名誉博士号授与記念学術講演会が開催され、

「遺伝子工学と分子農業の誕生」と題した講演に多くの聴衆が

集まり、植物の遺伝子工学がこれからの産業や社会に対しても

つであろう大きな影響力についての内容に耳を傾けました。

同教授は１９７０年代後半に登場した遺伝子組換え技術を世

界に先駆けて植物科学に導入し、「植物分子生物学」という新し

い学問分野を切り開いたパイオニアの一人として、国際的に広く

知られています。また、国際植物分子生物学会の会長を務めた

ほか、植物遺伝子・ゲノム分野の国際的な研究センターの一つと

して位置付けられているフランスの国立科学研究所（CNRS）植

物分子生物学研究所の所長を創設以来務めるなど、この学問

分野の国際的な普及と発展に貢献したことでも知られています。

同教授は、これまで本学を数多く訪れており、遺伝子実験施設、

理学部、農学部などの植物遺伝子・ゲノム研究者や大学院生と

緊密な研究交流を続けてきました。この間、本学からの研究者を

ポスドクや客員研究員として受け入れる一方、ストラスブルグ大

学からも多くの研究者が来学しています。本学は現在、植物ゲノ

ムの研究について厚い研究者層を有しており、そのことが認めら

れ、平成１１年に植物ゲノム研究の全国的な中核拠点として、遺

伝子実験施設に「植物ゲノム解析分野」が設置されました。この

ような本学における植物分子生物学や植物遺伝子・ゲノム学の

発展や国際化について、同教授は多大な貢献をしてきました。

記念講演会の後に行われたパーティには、本学の教官・大学

院生の他、同教授と旧知の研究者らもかけつけ、旧交をあたため

るとともに、植物遺伝子やゲノム研究の将来について和やかな歓

談が行われました。

なお、同氏の略歴は次のとおりです。

略歴

・１９３４年２月３日　フランスに生まれる。

・１９５５年　　　　　ストラスブルグ大学　卒業

・１９５７年～１９６４年　フランス国立科学研究所（CNRS）研究員

・１９６４年　　　　　理学博士（ストラスブルグ大学）

・１９７０年～現在　　ストラスブルグ大学　教授

・１９７７年～１９８１年　ストラスブルグ大学　副学長

・１９８７年～現在　　CNRS 植物分子生物学研究所　所長

授賞等

・１９６５年　メイヤー賞（フランス生化学会）

・１９７８年　教育功労章（フランス）

・１９７９年　国家功労章（フランス）

・１９８０年　ラッベ賞（フランス科学院）

・１９８７年　マダガスカル政府功労章など

学会及び社会における活動等

・１９８４年～１９８６年　フランス生化学会　副会長

・１９８６年～１９８８年　ヨーロッパ分子生物学研究所（ハイデルベ

ルグ）評議会　会長

・１９８８年～１９９４年　ヨーロッパ分子生物学機構（EMBO）評議

会　会長

・１９８９年～１９９０年　国際植物分子生物学会　会長

・１９８９年～１９９９年　ヒューマン・フロンティア・サイエンス・

プログラム　科学顧問

ジャック・バイル　ストラスブルグ大学教授に
名誉博士号を授与

▲談笑するバイル教授（左）と松尾総長
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▲「感じのよい対応マナー」を実習する研修生

４月２４日から４月２７日までの４日間、「平成１３年度東海地区国立学校等初任職員

合同研修」を本学及び東海地区国立大学共同中津川研修センターにおいて実施し

ました。

この研修は、東海４県の大学、高等専門学校及び大学共同利用機関等に新たに

採用された一般職員に対し、国家公務員の使命と心構えを自覚させるとともに、

必要な業務遂行上の基礎知識、能力及び態度等を養成することを目的として平成

４年度から実施されているものです。

今年度は、１１機関から７５名（男性４９名、女性２６名）が参加し、野角事務局長の

あいさつに続き、太田経理部長による「国の予算と会計制度」、國島総務課長によ

る「大学行政の諸課題」、高橋総合保健体育科学センター長による「メンタルヘル

スについて」等の講義の他、國信潤子愛知淑徳大学教授による「大学における男

女共同参画とは」及び藤田敬一岐阜大学教授による「仕事と人権感覚について－

岐阜大学在職３０年の経験から－」、㈱NTTテレメイト教育セミナー部講師による

敬語の使い方・電話機を用いての応対マナー実習などの「ビジネスマナーの心構

えと基礎知識」等広範かつ内容のある講義が行われ、研修生は熱心に耳を傾けて

いました。

３日目の講義終了後は、東海地区国立大学共同中津川研修センターに会場を移

し、夕食後は夜の更けるのも忘れて語り合う姿があちこちで見られました。また、

体育実技「ソフトバレーボール」では、真剣に作戦を練って試合に臨み、リーグ

戦（２班に分かれて３チームによる）から決勝戦まで盛り上がり、相互の親交を

深めると共に、公務員としての自覚を深めた研修となりました。

本学で東海地区国立学校等
初任職員合同研修を開催

▲「ソフトバレーボール」で交流を深める研修生

●大学院人間情報学研究科長

神谷　紀生

（かみや　のりお）

昭和１６年２月生

平成１３年４月１日発令

（略　歴）

昭和４３年４月

　名古屋大学助手（工学部）

昭和４５年４月

　三重大学助教授（工学部）

昭和５２年８月

　三重大学教授（工学部）

昭和６２年１月

　名古屋大学教授（工学部）

平成５年１０月

　名古屋大学教授（情報文化学部）

平成１１年４月

　名古屋大学情報文化学部長

　（～１３．３．３１）

平成１３年４月

　名古屋大学大学院人間情報学研究科長

　（１３．４．１～１５．３．３１）



２０

AIEJ ／ユネスコ青年交流信託基金
国際交流担当者プログラム研修に参加して

経理部管財課　福田　典正　

このたび、標記の研修に参加する機会を得ました。大変

貴重な体験をさせていただきましたので、報告を兼ねて紹

介させていただきます。研修の概要は次のようなものでし

た。

・研修期間　平成１３年３月５日～３月１８日（２週間）

・研　修　先　韓国（受入れ大学　木浦大学校）

・参　加　者　事務職員　５名

管財課　福田　典正

建築課　東　　貞男

総務課　安藤真紀子

学務課　美濃　幸代

図書館　小林　祐二

・研修内容の概要　

１）受入れ大学である木浦大学校の現況の説明及び学内

施設の視察

２）韓国における日本語教育について（日文学科）

３）文化遺産等見学（木浦、釜山、慶州、ソウル、板門

店外）

４）韓国文化や慣習の体験

今回の研修に参加することになり、韓国のことについて

思い浮かべてみましたが、飛行機では２時間足らずの隣の

国なのに意外となにも知らないなと感じていました。

名古屋空港からソウルに入り、受入れ大学である韓国の

南に位置する木浦大学校までは、国内線で光州まで１時間

足らず、そこからバスで１時間３０分の所にあります。木浦

大学校は名古屋大学と協定を結んでいることもあり、縁の

深い大学です。

２日目より木浦大学校内で研修をしましたが、総長及び

事務局長はじめ各部長に迎え入れられると共に、大学正門

には歓迎の垂れ幕や、事務局玄関にも歓迎の看板があり、

たいへん暖かく受け入れていただきました。　

各所の紹介では、本学の組織とは異なり、かつて本学に

も存在した学生部のような組織があり、教務所、学生所、

企画室そして事務局となっていました。大学運営の方法に

は色々あるのだということを知りました。また、企画室長

の許先生の説明では、企画室では留学生の受け入れや派遣

等も担当しており、木浦大学校では力を入れていて組織的

にも大きいというお話でした。

今回の研修では、金さんという日文学科の学生に通訳と

して随行していただきましたが、各所の現況紹介では、そ

の通訳を通して、意見交換しました。ある課長さんから

「日本語ができればもっとコミュニケーションが取れるの

に」という言葉がありましたが、言葉の弊害がなければ、

大学の組織のこと、事務職員の仕事のことはもちろん、そ

れ以外にも日本と韓国についての相互理解がより深まるの

ではないかと感じました。

日文学科の授業参観は、韓国の若い人は日本に関心を

持っていると最近言われていることから、特にこちらから

お願いして実現したものですが、授業では、高村光太郎の

詩の勉強をしていました。その後の学生との自由懇談では、

日本のアニメ映画や、日本の人気歌手のことや、日本に来

▲木浦大学校総長らとの会談
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ているプロ野球選手のことなどが話題になりました。日本

のことをよく知っているなと思いました。

博物館の見学では、館長より説明を受けましたが、本学

のある先生が韓国で発掘作業をし、その後木浦大学校と本

学の協定に繋がったのだと伺いました。色々な経緯があっ

て両大学の現在の関係があるのだと感じました。

各所の史跡見学では、慶州が特に印象に残りました。の

どかで広々としており何か安らぎのようなものを感じまし

た。奈良の飛鳥村に似ており、実際に数世紀の時代から深

い交流があったようです。また、各史跡の説明では、必ず

といっていいほど豊臣秀吉の朝鮮出兵のことが書かれてい

ます。また、１００年前の暮らしを紹介した農業博物館では、

農業に使う道具や、集落の様子が日本の少し前の時代と共

通部分がたくさんあると感じました。

板門店もこちらから希望してプログラムに入れていただ

いた見学場所です。ここへは韓国人は立ち入ることができ

ないとのことで、日本語のガイド付きで一般の観光客と共

にバスで行きました。観光客は日本人がほとんどで外国人

は一人だけでした。場所はソウルから６０㎞程度の所にあり

ます。３８度線の双方２㎞の範囲は非武装地帯ということで、

３８度線の２㎞手前には鉄条網が敷設されチェックも厳しく

少し緊張しました。昔、社会の授業で習った板門店の会議

が行われる建物にも実際に入室することができました。そ

の会議場のドアの向こうには北朝鮮側の建物があり、北朝

鮮の兵士が１人立っていました。その場所は高い塀などは

全くなく、行こうとすれば簡単に行き来できますが、向こ

う側に行こうものならたいへんなことになると聞かされま

した。

またそこには展望台があり北朝鮮側の様子が見れます。

ビルが立ち並ぶ様子が川をはさんで見えますが、説明によ

ると誰も住んでないようだということでした。

一つの民族が国境によって分断されているのを目の当た

りにし、早く統一を実現してほしいと感じました。

今回のプログラムでは、韓国の文化を体験することも盛

り込まれており、通訳の方の家庭に伺い、キムチ作りやお

茶の作法や民族衣装を着ることも体験しました。また、随

行をしていただいた方や通訳の方と移動中や食事の時にい

ろいろな世間話もすることができました。現在までには、

歴史的にも簡単には言えない数々のことが両国の間にあっ

たのですが、私が韓国へ行って感じたことは、韓国の人た

ちが日本のことについてどう思っているかということにつ

いて知らなさ過ぎたということです。実際に現地に来て、

触れて、韓国の人たちの考えが少し理解できたような気が

します。

最後に韓国のたくさんの人と知り合うことができました。

これは私達、研修生にとって大きな財産となることでしょ

う。このことが少しでも今後の国際交流に役立てられたら

いいと思います。

今後、このようなプログラムが盛んに実施され、文化や

慣習を越えた相互理解がますます深まればいいと感じまし

た。

▲国際教育振興阮を訪問（韓国の留学政策について説明を受ける） ▲板門店にて



２２

核酸関連物質の力量ある合成法

早　川　芳　宏　

最近ヒトゲノムの解読が完了した。これに伴い、今後は

病気の原因解明や新薬の開発に繋がり得る遺伝子機能の精

密な解明や遺伝情報発現の人為的な制御などが重要な研究

課題となることは確実であり、研究遂行には高い純度をも

つDNAおよび RNAの数十量体程度のオリゴマー（本稿

ではまとめてオリゴヌクレオチドという）や、それらを適

度に人工修飾した非天然型誘導体を、幅広く、効率良く入

手することが必須であると言われている。筆者はこのニー

ズに応えられる、オリゴヌクレオチドを中心とした核酸関

連物質の力量ある合成法の開発を主たる目的に、平成１１年

度より代表者として特別推進研究を進めている。

オリゴヌクレオチドは図１に示したようにヌクレオシド

がリン酸エステル結合（インターヌクレオチド結合という）

を介して繋がった分子である。その合成には、ヌクレオシ

ドホスホロアミダイトを原料とし、適当な促進剤の助けを

借りてインターヌクレオチド結合を構築するアミダイト法

が最も有効で、広く用いられている。しかしながら既存の

アミダイト法にはヌクレオシド塩基部アミノ基の保護法に

大きな問題がある。水酸基（OH）とアミノ基（NH2）が混

在するヌクレオシドにおいては、ホスホロアミダイトは水

酸基よりも反応性の高い塩基部のアミノ基と反応しやすい。

したがって、ホスホロアミダイトを望む水酸基と選択的に

反応させるためには塩基部アミノ基の保護が必要であり、

通常は保護基としてアシル基が用いられている。保護基は

役目を果たした後に除去しなければならない。しかしなが

らアミノ基に導入されたアシル保護基は非常に安定で、容

易には除去できない。脱保護には通常濃アンモニア水中、

長時間加熱する過酷な塩基性条件が必要であるが、この場

合、塩基に対して十分な安定性をもたないインターヌクレ

オチド結合の分解も少なからず起こる。したがって、アシ

ル保護アミダイト法では高純度の生成物を得ることは困難

である（図２参照）。これに対して筆者は、それまで核酸合

▲図１　ヌクレオシドとオリゴヌクレオチド［R=H: DNAオリ
ゴマー；R=OH: RNAオリゴマー］

▲図２　合成DNAオリゴマーの粗生成物の純度
　　　A：アリル保護法　B：アシル保護法
　３２量体：CAAGTTGATGAACAATACTTCATACCTAAACT
　４３量体：TATCGGACACGTAACCCTCCCATGTCGATGC-
　　　　　AAATCTTTAACA
　６０量体：TATGGGCCTTTTGATAGGATGCTCACCGAGC-
　　　　　AAAACCAAGAACAACCAGGAGATTTTATT
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成には用いられることがなかった有機パラジウム反応に

よってほぼ中性条件下室温で完璧に除去できるアリル系保

護基を用いるアミダイト法を開発し、それに基づくヌクレ

オチドの高収率合成を実現した。図２にアリル保護アミダ

イト法と旧来のアシル保護アミダイト法によって合成した

いくつかのDNAオリゴマーの粗生成物の純度を示したが、

アリル保護法の優位性は明らかである。アリル保護法は塩

基に対してDNAよりも不安定なRNAの合成にはさらに

有効である。実際、反応性の低い原料を用いるRNA合成

用に、新たに開発した高活性の酸・塩基複合体を促進剤に

用いるアリル保護アミダイト法により、従来法に優るRNA

オリゴマー合成を達成した。

RNAオリゴマー合成用に開発した酸・塩基複合促進剤は、

図らずも核酸塩基部保護に関する問題の根本的解決法であ

る核酸塩基部に保護基を必要としない合成法を実現させた。

すなわち、筆者らは酸・塩基複合体の一つであるイミダゾ

リウムトリフラートを促進剤に用いると、これまでの常識

とは異なりホスホロアミダイトはヌクレオシド水酸基に選

択的に起こることを見出し、この発見を鍵に塩基部無保護

アミダイト法による超高効率DNAオリゴマー合成を達成

した。合成品の純度において塩基部無保護法はアリル保護

法と遜色ない（図３参照）。塩基部無保護法は煩雑な保護基

の導入や除去操作を必要とせず、これらの操作に伴う薬品

の使用や生成物の損失も回避できるため、操作性、簡便性、

経済性等の点で保護法に比べてはるかに有利である。加え

て、柔軟性、応用性も高い。したがって、塩基部無保護法

は力量ある理想的な方法としてその実現が長年夢見られて

いたもので、筆者らの成果は大きな称賛を浴びた。なお、

塩基部無保護法によるRNAオリゴマー合成は現在の所達

成されておらず、残された課題である。

過激な条件を必要としないアリル保護法および塩基部無

保護法の有用性は高い。とくに化学的に不安定な物質の合

成に有効である。筆者らはこれらの方法によって、インター

ヌクレオチド結合が部分的にアルキル修飾されたDNAオ

リゴマーやヌクレオチド－ペプチドの共有結合複合体など、

塩基に対して敏感な核酸関連物質の高効率合成を達成した。

また、これらの方法は筆者以外のグループによっても種々

の生体機能分子の合成に利用され、好評を得ている。この

ことは筆者にとって大きな喜びである。今後はさらに力量

ある核酸関連物質合成法を開発し、微力ながら核酸科学研

究の発展に貢献したいと思っている。

▲図３　合成DNAオリゴマー、
CAAGTTGATGAACAATACTTCATACCTAAACT（３２量体）
の粗生成物の純度
A：無保護法　B：アリル保護法
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INFORMATION

平成１３年度名古屋大学公開講座（東山地区）日程決まる

総合テーマ「あきらめない・あきらめる」－継承と創造の２１世紀－
このたび、平成１３年度に本学で開講される公開講座の

テーマ及びプログラムが決定しました。

また、平成１１年度から始めたラジオ放送公開講座は、東

山地区公開講座の中から１０講座を選定し、７月１日から東

海ラジオで放送されます。

詳細については、後日発表される受講案内を参考にして

ください。

１　名古屋大学公開講座（東山地区）

◎総合テーマの概要

２１世紀を迎え、この世紀がどのような世紀となるのか、誰

もが期待と不安を持っているのではないでしょうか？しか

し、この世紀が前世紀の延長線上にあることも確かです。

私達は、２１世紀を常に先取りするビジョンを見出すため、

これまでの世紀で蓄積されてきたものの何を受け継ぎ（継

承）、発展させたがよいか、そしてそのうえでどのような

創造が新たに必要かを探りたいと思います。　

本講座は、「あきらめない・あきらめる」というメインテー

マのもとに、２１世紀における脳死問題と医学的治療のあり

方を考えたり、最近の青少年問題の根底にある教育をめぐ

る様々な問題や親子や夫婦などを含めた人間関係の様々な

問題などを探ろうとするものです。さらに視点を変えれば、

近年の地球環境の悪化（温暖化、砂漠化、海洋・大気・土

壌汚染など）は、人間が本来持つ本性（人間文化の問題）

によるものとあきらめざるを得ないものでしょうか？これ

らの地球環境問題を克服し、人類の生存と自然との共生を

図るためには何を継承し、何を新たに創造すればよいのか

を考えたいと思います。さらに、「あきらめない・あきら

める」に関連して文系・理系を問わず多くの分野から話題

提供させていただきます。本講座を通して２１世紀における

子供達を含めた社会のあり方、そしてそれとの関わりでの

大学の教育研究のあるべき姿などを多少なりとも提示でき

ればと考えています。

担当講師講義題目講義日時

環境学研究科
　田渕　六郎　講師

人と人とのつながり
－あきらめない・あきらめる－

８月２３日�

言語文化部
　加藤　貞通　教授

里山のネイチャーライティング：自然
界とのコミュニケーションを回復する

８月２８日�

国際開発研究科
　中條　直樹　教授

ロシアは近い国か？
－日ロ関係を変えるべきか－

８月３０日�

太陽地球環境研究所　
　村木　綏　教授

太陽活動の長期変動と地球環境へ
の影響

９月４日�

生命農学研究科
　高倍　鉄子　教授

地球砂漠化の修復
－農業あきらめない、あきらめる？

９月６日�

教育発達科学研究科
　村上　隆　教授

学力低下論議と２１世紀の高等教育９月１１日�

工学研究科
　山内　睦文　教授

これからのリサイクルはどうある
べきか

９月１３日�

経済学研究科
　竹内　信仁　教授

社会経済構造の変化と高齢者
－高齢者社会への対応－

９月１８日�

博物館
　足立　　守　教授

よみがえる博物学：大学博物館に
おける知の継承と創造

９月２０日�

工学研究科
　谷本　正幸　教授

IT革命
－私達は先端技術を使いこなせるか－

９月２５日�

多元数理科学研究科
　青本　和彦　教授

数学は無限をいかに理解し、表現
してきたか

９月２７日�

発達心理精神科学
教育研究センター
　本城　秀次　教授

最近の子供の行動上の諸問題１０月２日�

医学研究科
　小島　勢二　教授

臨床現場におけるあきらめない、
あきらめる　－小児ガンを中心に

１０月４日�

法学研究科
　伊東　研�　教授

人の生命の限界とその法学的側面１０月９日�

環境学研究科
　伊藤　義美　教授

カウンセリングは２１世紀の人間関
係を拓くか

１０月１１日�

副総長
　奥野　信宏

大学改革と大学の将来１０月１６日�
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開講期間　平成１３年８月２３日（木）～１０月１６日（火）

開講時間　午後６時～午後７時３０分

対　　象　１８才以上

会　　場　名古屋大学シンポジオン

申込期間　平成１３年７月２日（月）～８月１７日（金）

２　名古屋大学ラジオ放送公開講座

備考：１．放 送 局：東海ラジオ放送

　　　２．放送時間：午前８時３０分～午前９時（３０分番組）

担当講師小テーマ放送日時

言語文化部
　加藤　貞通　教授

里山のネイチャーライティング：
自然界とのコミュニケーションを
回復する

７月１日�

国際開発研究科
　中條　直樹　教授

ロシアは近い国か？
－日ロ関係を変えるべきか－

７月８日�

太陽地球環境研究所
　村木　　綏　教授

太陽活動の長期変動と地球環境へ
の影響

７月１５日�

生命農学研究科
　高倍　鉄子　教授

地球砂漠化の修復
　－農業あきらめない、あきらめる？

７月２２日�

工学研究科
　山内　睦文　教授

これからのリサイクルはどうある
べきか

７月２９日�

博物館
　足立　　守　教授

よみがえる博物学：大学博物館に
おける知の継承と創造

８月５日�

工学研究科
　谷本　正幸　教授

IT革命　－私達は先端技術を使い
こなせるか－

８月１２日�

発達心理精神科学
教育研究センター
　本城　秀次　教授

最近の子供の行動上の諸問題８月１９日�

法学研究科
　伊東　研�　教授

人の生命の限界とその法学的側面８月２６日�

環境学研究科
　伊藤　義美　教授

カウンセリングは２１世紀の人間関
係を拓くか

９月２日�

博物館では、第２回特別展として、本学でもっとも歴史

の古い医学部所蔵の教育資料・標本展を開催します。開催

日時等は以下のとおりです。なお、特別展の期間中に３回

の講演会を実施する予定です。

◎特別展開館日程

平成１３年６月９日�，１０日�，２３日�

７月４日�，１４日�，２８日�

８月１日�～７日�，１１日�，２５日�

９月５日�，８日�，２２日�

１０月３日�

◎開館時間

午前１０時～午後３時半

第２回博物館特別展
「名古屋大学の医のこころ－医学部所蔵
の教育資料・標本展－」の開催案内

INFORMATION
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INFORMATION

情報メディア教育センターでは、名大祭において下記のとおりシンポジウムを開催しますので、お知らせします。

シンポジウム「変革・迷走・大学・メディア」
―――　名古屋大学情報発信戦略　―――

今、大学の変革が積極的に進められています。それは大学の存在理由にいたる根源的な問いにこたえるところまで深めら

れており、その中で社会の評価と連携の大切さが痛感されています。今こそ大学が社会に理解され、社会に適合したものと

して自らを変える必要に迫られています。

そこで、大学の社会に対する情報発信が、大切なものとしてあらためてクローズアップされていますが、それをいかにす

れば効果的にできるかについて、メディアの世界で活躍する人々を招き討論します。

その際、メディアの側でも「多メディア多チャンネル化」で、今、大きな変革の曲がり角にあり、その情報の内容、コン

テンツがどのようなものになるのか。さらに、大学の中にある多様で先進的な情報がそこで生かされることはないのか。い

わば大学とメディアのインタラクティブ、相互乗り入れについても討論してもらいます。

日　時：平成１３年６月１０日（日）　１４：００～１６：００

場　所：経済学部第１講義室

主　催：情報メディア教育センター、名大祭実行委員会

パネリスト

　・尾崎雄一（中日新聞メディア局情報システム研究所長）

　・長縄年延（NHK中部ブレーンズ取締役制作本部長）

　・東新屋広一（�公共広告機構名古屋事務局長）

　・池田輝政（本学高等教育研究センター教授）

コーディネーター

　・山本　尚（本学情報メディア教育センター長）

報　告

　・後藤明史（本学情報メディア教育センター助教授）

問い合わせ

　・情報メディア教育センタースタジオ管理室　　TEL７８９－３９０６
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INFORMATION

総務部企画広報室が設置されました

事業実施内容は次のとおりです。

１．企画広報室の事務分掌

�　大学の中期の目標・計画の専門的事項に係る企画立

案及び連絡調整に関すること。

�　大学の中期計画の実施に係る調査分析及び連絡調整

等に関すること。

�　大学の情報公開に係る調査分析、企画立案及び連絡

調整等、行政文書の管理並びに広報プラザの運営等に

関すること。

�　全学の評価情報分析に関すること。

�　広報の企画立案及び調査に関すること。

�　学報、大学概要、名大トピックス等に関すること。

�　大学の諸制度に係る趣旨の普及に関すること。

�　事務情報化に係る指導及び連絡調整に関すること。

�　指定統計調査に関すること。

�　その他広報に関すること。

２．平成１３年度における主な事業実施内容について

�　評価の充実

全学計画評価委員会及び評価情報分析室の業務を支

援し、次の業務を実施する。

①　新評価システムの確立

・中期目標・計画の策定

・評価情報管理システムの設計・運用

②　自己点検・評価の実施

�　大学情報の外部発信の強化

地域社会・自治体・企業・報道機関等に対する大学

情報発信を見直し、充実させる。

①　情報公開担当窓口の開設

・広報プラザ内に設置

・情報公開リーフレットの作成

②　広報プラザの機能の充実・強化

・広報プラザ紹介リーフレット及びポスターの配

布（学内各部局、全国の高校、公共図書館、マ

スコミ等）

・教育・研究内容の紹介業務の充実

・教育・研究内容の紹介ビデオ（デジタルアーカ

イブ）作成の検討

・東海３県・市の広報誌への広報プラザ紹介記事

の掲載依頼

③　広報ビデオほか多様なメディアによる大学情報の

発信

・高校生及び受験生向けの教育紹介ビデオと一般

来訪者向けの研究紹介ビデオの作成

文部科学省（６）・国立大学（９９）・名古屋大学

受験校（４１３校）等に配布済

④　高校生及びその父兄を対象とした大学見学（キャ

ンパスツアー）の実施

⑤　インターネット上による大学情報の公開の充実

�　事務の情報化の推進

①　学内ホームページの充実・活用

・事務案内システム（掲示板システム・申請書シ

ステム・施設等管理システム）等の整備・拡充

②　グループウェアによる事務の迅速化促進

③　情報公開システムの稼働　等



２８

新聞等名月　日記　　　　　事

日経（朝日）４．１（日）
地域問題研究所、街づくりの資金
を助成
井関弘太郎名誉教授が選考委員長に

１

日経（朝刊）４．１（日）
あいち観光振興協議会（会長・奥
野信宏副総長）が２００５年に向けた
観光振興策を提言

２

日経（朝刊）４．２（月）
楽しく深く数学研究　多元数理科
学研究科主催の数学アゴラ：発表
会で愛知の高３に優秀賞

３

朝日（夕刊）４．２（月）
情報公開　市民団体、一斉に請求
附属病院にも入札調書に関して請求

４

毎日（夕刊）４．３（火）
情報公開法スタート
本学広報プラザにも名古屋市民オ
ンブズマンが訪問

５

中日（夕刊）４．３（火）
２０００年度化学工学会「学会賞」に
工学研究科・架谷昌信教授、研究
賞に同研究科・森滋勝教授

６

読売４．４（水）
２８日午後２時から農学部創立５０周
年記念式典

７

朝日（朝刊）４．４（水）
大学病院日誌：国立大法人化で問
われる「学問」
　医学部・大島伸一教授

８

朝日（朝刊）４．５（木）
法学部が新制度
独自のインターンシップ制度導入
で職場体験を単位に認定

９

中日（朝刊）４．６（金）
訃報：榊友彦名誉教授　４日腎不全
のため逝去

１０

中日（夕刊）４．６（金）
情報メディア教育センターがウェ
ブ教育システムの日本語版を作成、
大学講義に採用

１１

毎日（夕刊）４．７（土）
国際開発研究科留学生らがコン
ピューター教材を開発

１２

中日（朝刊）
他２社

４．８（日）

「南の天の川」初の電波地図、解
明に道
理学研究科・福田敏雄教授らが
作成

１３

中日（朝刊）４．８（日）
われら新『発想』人：自然に根差
した生活を
　工学部・菊山功嗣教授

１４

中日（夕刊）４．９（月）わくわく新入生、本学などで入学式１５

INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１３年４月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

毎日（夕刊）４．９（月）
現実味ある論戦を
法学部・小野耕二教授

１６

中日（朝刊）４．１０（火）
２８日に農学部創立５０周年記念特別
講演会開催

１７

中日（朝刊）４．１０（火）
１３日に法学部創立５０周年・アジア
法政情報交流センター落成記念講
演会開催

１８

日経（朝刊）４．１０（火）
中部維新：変ぼうする資本政策
経済学研究科・家森信善助教授

１９

朝日（夕刊）４．１０（火）
科学をよむ：「予見できなかった」
で済むか
理学研究科・池内了教授

２０

読売４．１３（金）
工学研究科・藤田誠教授がゴール
ド・メダル賞受賞

２１

朝日（朝刊）４．１４（土）
あいち２１世紀住まい・まちづくり
シンポジウム
コーディネーターに堀内守名誉教授

２２

読売４．１８（水）
オウム、学生数万人のアドレス収集
本学の学生のアドレスも対象とさ
れる

２３

中日（夕刊）４．１８（水）
訃報：市原松平名誉教授
１１日、急性心不全のため逝去

２４

読売
他３社

４．１９（木）
モンゴル出身オユンナさん、環境
学研究科に合格

２５

中日（朝刊）４．２０（金）
２１世紀臨調提言：法学部・後房雄
教授に聞く
総裁選、参院選の材料集めに

２６

朝日（朝刊）４．２１（土）
私の視点：福沢諭吉　アジア蔑視広
めた思想家　安川寿之輔名誉教授

２７

日経（朝刊）４．２１（土）
神戸医療産業都市構想シンポジウム
医学研究科・上田実教授が参加

２８

日経（朝刊）４．２１（土）
河合塾、理系大学をランク付け
本学は６位にランクイン

２９

日経（夕刊）４．２３（月）
人間発見：分子の世界を極める①
理学研究科・野依良治教授

３０

中日（朝刊）４．２４（火）
“国際教育”出前します。
国際開発研究科の国際理解教育プ
ログラム

３１



２９

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（朝刊）４．２４（火）

２８日に数学連続講座「数理ウエー
ブ」開催
多元数理科学研究科・大沢健夫教授
が講演

３２

日経（夕刊）４．２４（火）
人間発見：分子の世界を極める②
理学研究科・野依良治教授

３３

日経（夕刊）４．２５（水）
人間発見：分子の世界を極める③
理学研究科・野依良治教授

３４

日経（夕刊）４．２６（木）
人間発見：分子の世界を極める④
理学研究科・野依良治教授

３５

朝日（朝刊）４．２７（金）
心の相談室気軽にどうぞ、大学で
開設相次ぐ
本学では以前から相談室を設置

３６

日経（夕刊）４．２７（金）
人間発見：分子の世界を極める⑤
理学研究科・野依良治教授

３７

中日（朝刊）
日経（朝刊）

４．２８（土）
附属病院に児童精神科設置、来月
にもスタート

３８

読売
他２社

４．２８（土）
春の褒章、紫綬褒章に前副総長・
山下興亜氏

３９

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）
東京版

３．１５（木）
磁性体が超電導　仕組みを解明
名古屋大の研究陣

追
加

朝日（朝刊）
東京版

３．１６（金）
磁性超伝導体仕組みを解明
日独グループ

追
加

（３月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

朝日
他２社

４．２９（日）

春の叙勲　本学名誉教授６名が受章
勲三等旭日中綬章：
　榎本　太氏、加藤　　仁氏
　白戸紋平氏、田先威和夫氏
勲三等瑞宝章：
　小林喜男氏、三矢英輔氏

４０

読売４．３０（月）
ゴールド・メダル賞
３氏の業績：多様な形の分子設計
工学研究科・藤田誠教授

４１


