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クローズアップ Open Campus
名古屋大学オープンキャンパス2019を開催

　8月7日（水）から9日（金）までの3日間、名古屋大学オープンキャンパス2019を開催しました。本催
しは、高校生を中心とする大学進学希望者を対象として、本学の教育・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実施しています。3日間を通じて学部企画参加者、全体企画参加者、保護者等計
17,377名を迎え、例年以上に活気あふれるオープンキャンパスとなりました。

　法学部の企画では、本　秀紀副研究科長が、学部紹介において、
学部の特色、教育内容、グローバル化の先進を行く法学部のチャ
レンジ、卒業後の進路等の説明を行いました。続く模擬裁判では、
専門家の指導の下、法廷を本格的に再現し、参加者は自らが裁判
員になったつもりで熱心に耳を傾け、判決では、無罪が有罪をや
や上回る結果となりました。また、法学部生及び弁護士との懇談
会では、終了時刻を過ぎても質問が尽きることなく、関心の高さ
が伺えました。専門スタッフによる説明が行われた法廷教室の参
観や、今年から導入した法服を着る撮影スポットも盛況でした。

　工学部の企画では、水谷学部長をはじめとする
教職員や在学生が一体となり、全9会場において、
学部・学科の教育・研究の特色や魅力、さらには
各種活動の紹介、模擬講義及び研究室見学等を行
いました。参加者は、現在行われている教育・研
究の現場を体験し、また、実際に活躍している在
学生や教職員との対話を通して、志望する学部・
学科の状況等を直接肌で感じ取っていました。

　医学部医学科では、参加者からの質問に教員と在学生
が答える企画を設けました。入試に向けての勉強法から、
入学後の学生生活・留学に関すること等について、参加
者から質問が多数寄せられました。在学生の実体験や教
育現場の実情を交えた回答に、参加者は熱心に耳を傾け
ていました。

　医学部保健学科の企画は、大幸キャンパスで実施
しました。検査技術科学専攻では、臨床検査技師と
して病院や企業で活躍している卒業生と大学院生の
講演の後、研究室訪問が行われました。
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Open Campus
名古屋大学オープンキャンパス2019を開催

8/7水　　教育学部 598名　　　　経済学部 852名　　工学部 3,043名

8/8木　　　法学部 720名　　医学部医学科 640名　　農学部 661名

8/9金　　　文学部 829名　　　　情報学部 720名　　理学部 1,240名　　医学部保健学科 892名

オープンキャンパス2019　学部企画参加者数

　農学部の企画では、学部紹介とオープンラボ及び質問コー
ナーを設けました。参加者は、興味のある研究室を自由に訪
問し、教員や在学生から説明を受けながら、実際に実験器具
を使用する等、大学における研究活動の一端に触れました。
また、進学を希望する学科の研究内容等に対し、教員や学生
から詳しい説明を受け、理解をより深める機会となりました。

　情報学部の企画では、冒頭の村瀬学部長による学部紹介
において、学部の特色、教育内容、卒業後の進路等の説明
を行いました。その後、豊田講堂及びIB電子情報館大講
義室で、各学科の紹介、ミニ講義、在学生を交えた懇談会
を実施し、懇談会では活発な質疑応答が行われました。

　理学部の企画では、豊田講堂での全体紹介の後、5つ
の学科がそれぞれの会場で、教育・研究・学生生活の紹
介や研究室見学等を実施しました。
　数理学科は、教育や研究の特色や魅力について講演を
行いました。その後の質疑応答では、学生生活に関する
質問に在学生が回答する等、参加者が大学生活を垣間見
ることのできるよい機会となりました。

　全体企画では、本学の概要や入試制度等の説明、国際交流
の状況及び男女共同参画等の本学における特徴ある取り組み
についての講演を行いました。また、工学部2年生の椙村祐
香さんによる学生から見た本学の特徴や魅力等についての講
演も実施し、参加者は熱心に耳を傾けていました。

　学生企画では、各日とも、生協学生委員をはじめ
とする約100名のスタッフが、東山キャンパスの見
学ツアーや対談コーナーにおいて、多くの参加者の
対応やキャンパス内各所で道案内をする等、今年も
オープンキャンパスを支えてくれました。
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キャンパスクローズアップ

■概要
　インターナショナルレジデンス大幸は、「スーパーグローバ
ル大学創成支援事業」をはじめとする本学の国際化を積極的に
展開するための新たな留学生宿舎として整備した、地上8階建
て、延べ面積約6,000m2の建物です。
　この建物は、民間資金及び民間ノウハウ等を活用した整備方
式（PPP事業※）で整備し、国籍、性別、学年を問わず様々な
人々が集う多文化共生コミュニティの場を提供するとともに、
福利厚生施設やパブリックスペースの整備に伴う老朽施設の解
体をあわせて行うことで、大幸キャンパス全体のアメニティ環
境、国際交流のための環境の向上を図りました。

インターナショナルレジデンス大幸

建物外観

※ PPP事業：Public Private Partnershipの略。公共サービスの
提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本やノ
ウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。
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■平面・断面計画
　1階には、宿舎全体の交流空間である多目的室大小2室と、
2人で入居可能な夫婦室4室（内2室は車いす対応型）を配置、
2～8階は個室エリアとし、各階に16室を構成単位としたユ
ニットを2ユニット配置しました（計228室）。
　フロアの中心に配置した交流スペースには、キッチンとダイ
ニングを備え、日常生活の場とするとともに多文化交流の機会
を提供しています。
　インテリアデザインは全体的に明るい色調とし、フロアカラー
を階ごとに設定することで親しみを持ちやすい構成としました。
　屋内階段は、各階に設けた交流スペースとその上下階を含む
3層分を見渡せるほどの開放感を保ちつつ、各階の交流を促し、
外国人留学生と日本人学生の混在型施設にふさわしい、入居者
間の日常的な交流を促進する空間構成としました。
　建物1階北側の公道沿いには福利厚生施設としてコンビニエ
ンスストアを誘致し、入居者の利便性とともに地域住民の生活
環境向上にも寄与しています。
　また、入居者の動線とサービス動線を分離し、セキュリティ

を確保する動線としました。特に、メール宅配コーナーは外部
から直接出入り可能とすることで管理の効率化も図っていま
す。本建物は管理人が所定時間内は常駐し、各階にRA（レジ
デントアシスタント）を配置することにより、安全で快適な居
住環境を提供しています。

■景観・外構計画
　ファサードは周辺の施設・まちなみに配慮しつつ、中央の
屋内階段、交流スペースと両サイドの個室群により、全体ボ
リュームを分割することで、ダイナミックでありながらもボ
リューム感を抑えたデザインとしました。
　建物周囲は十分な空地を設けたほか、芝生帯や既存樹木の活
用により、居室からも緑が感じられるようになっています。メ
インストリート両側に桜を植樹し、その入口には校名サインを
兼ねたモニュメントを設置することにより、大幸キャンパスの
新たなシンボルを形成しました。本事業は、他の建物との調和
を図りつつ、新たな景観形成に資する建物・外構計画となって
います。

▲夫婦室（車椅子対応） ▲個室

メインストリートに設けた　 
校名サイン▶

◀2～8階　交流スペース▲福利厚生施設（コンビニエンスストア）
▲屋内階段から望む

◀ 周辺のまちなみに溶け込む 
建物デザイン

5NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.316



名大の

今がわかる
!

3
7

9
7

10
7

第29回名古屋ビジネスセミナーを開催

第3回日本ウズベキスタン学長会議を開催

科学と ICT を駆使した開発途上国の農業開発に関するセミナーを開催

　第29回名古屋ビジネスセミナーを
日本経済新聞社名古屋支店で開催しま
した。本セミナーは、当センターが経
済学部同窓会のキタン会と共同で開催
しているものです。
　今回は、キタン会OBの髙村徳康セ
レンディップ・コンサルティング株式
会社代表取締役会長に、「M&Aによ
る中小企業の事業承継」をテーマに講
演いただきました。髙村会長は、事業
承継問題を抱えた中小企業の買収と、

M&A成立後の経営統合について、分
かりやすく説明されました。
　質疑応答時には、参加者と活発な意
見交換があったほか、アンケート結果
も非常に好評でした。

　7月8日（月）、9日（火）の両日、本学
が幹事校を務める「第3回日本ウズベ
キスタン学長会議」を、タシケント経
済大学及びサマルカンド国立大学で開
催しました。
　「グローバル時代に対応した若手人
材の育成及び研究発展に向けた日本－
ウズベキスタンの交流促進」をテーマ
にした本会議には、ウズベキスタンか
ら81機関、日本から17機関が参加し、
会議の冒頭、イノムジョン・マジドフ

高等中等専門教育省大臣、中村裕之文
部科学大臣政務官らから挨拶をいただ
きました。午後の分科会では、「科学
技術発展に向けた学術交流」、「異文化
交流促進」の2つのテーマに分かれて
議論を行い、各参加大学から、今まで
の取り組みの紹介や提案がありまし
た。また、国境を越えた協力が必須で
あるとの共通理解に基づき、両国の連
携を模索しつつ、活発な意見交換を行
いました。

　ICREAとITbMは、ITbMレクチャー
ルームで、卓越大学院プログラム「ト
ランスフォーマティブ化学生命融合
研究大学院プログラム」セミナーと
ITbMセミナーを兼ねた2019年度第1
回オープンセミナーを開催しました。
今回のセミナーでは、コロンビアに
本部を構える国際熱帯農業センター

（International Center for Tropical 
Agriculture: CIAT）の石谷　学主任
研究員による「次なる40億人　農業

研究開発から学んだことと今後の方向
性」と題する講演を行いました。講演
内容は、開発途上国の農業セクター
が抱える様々な課題の解決を目指す
CIATの先進的な取り組みに関するも
ので、“生きる手段としての農業”か
ら“ビジネスとしての農業”への転換
期にある開発途上国の小規模農家が
新たに成長を遂げるには、科学とICT
やIoTの活用が鍵となることが詳しく
説明されました。

講演中の髙村会長

学長会議参加者の集合写真

第1回オープンセミナーで講演する石谷主任研究員

■大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター

■農学国際教育研究センター（ICREA）／トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）
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Meidai News
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未来社会創造機構モビリティ社会研究所設立記念シンポジウムを開催

低温プラズマ科学研究センター設立記念式典・講演会を開催

特別講演会「パブリックヘルス=人々の健康を守る～後藤新平の築いた『公衆衛生』から『グローバル・ヘルス』ヘ～」を開催

　未来社会創造機構モビリティ社会研
究所設立記念シンポジウムをES総合
館1階ESホールで開催しました。本
学のモビリティ研究・人材育成の拠点
は、グリーンモビリティ連携研究セン
ター、当機構モビリティ領域を経て発
展してきましたが、本年4月、改組に
より、本研究所を設置しました。
　松尾総長、来賓の北野　允文部科学
省大学技術移転推進室長、川上悟史経
済産業省大学連携推進室長の挨拶の

後、組織と3つの研究部門の概要紹介
がありました。続いて、富塚誠義カリ
フォルニア大学バークレー校教授と、
株式会社ティアフォーの創業者である
加藤真平東京大学准教授による講演及
び「モビリティ社会の未来」と題し
たパネルディスカッションを実施し、
250名を超える参加者は熱心に聞き
入っていました。その後、ポスターに
よる研究紹介、意見交換会があり、盛
況のうちに終了しました。

　低温プラズマ科学研究センター設立
記念式典・講演会を豊田講堂で開催し
ました。本センターは、我が国初の低
温プラズマ科学分野における共同利
用・共同研究拠点として4月1日に発
足し、持続可能な社会（SDGs）を推
進する低温プラズマ科学コミュニティ
の司令塔として活動を発展させる予定
です。
　式典は、松尾総長、来賓の増子　宏
文部科学省大臣官房審議官の挨拶で

始まり、続いて堀　勝センター長か
らセンター概要の説明がありました。
また、小森彰夫自然科学研究機構長、
宮島秀史東芝メモリ株式会社先端メモ
リ開発センター長、齋藤邦彰富士通ク
ライアントコンピューティング株式会
社代表取締役社長、吉川史隆医学系研
究科副研究科長、白谷正治九州大学プ
ラズマナノ界面工学センター長による
基調講演を行い、参加者が熱心に聴き
入る中、盛況のうちに終了しました。

　青山温子名誉教授による特別講演
会「パブリックヘルス＝人々の健康を
守る～後藤新平の築いた『公衆衛生』
から『グローバル・ヘルス』ヘ～」を
医学部基礎研究棟で開催しました。本
講演会は、11月29日まで附属図書館
医学部分館で開催しているミニ企画展
「後藤新平－名古屋活躍編－」に関連
するものです。
　当日は、後藤新平がその推進に尽力
した公衆衛生の歴史とグローバルな展

望や、青山名誉教授が取り組んでいる
低・中所得国における生活習慣病に関
する研究内容を交えた紹介がありまし
た。参加者からは、労働環境の改善推
進を目的とする労働衛生も含めた総合
的な調査の必要性及びその可能性のほ
か、今後の方向性等についての質疑や
コメントが寄せられ、活気ある講演会
となりました。

開会挨拶

増子審議官の挨拶（約550名を迎えた記念式典）

講演する青山名誉教授

■未来社会創造機構

■低温プラズマ科学研究センター

■附属図書館医学部分館
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キャンパスコンサートを開催

小学生向けトークイベント「星の赤ちゃんはどう生まれるのかな」を開催

名古屋大学職員採用職場説明会を開催

　キャンパスコンサートを、本学と愛
知県立芸術大学の共催により、豊田講
堂で開催しました。このコンサート
は、愛知県立芸術大学と連携し、年2
回ほど開催しており、今回は約450名
が来場しました。同大学出身の大﨑
奈々さんと酒井志野さんによるブラー
ムス「ハンガリー舞曲 第5番」の息
の合ったピアノ連弾から始まり、ラフ
マニノフ、モーツァルト、ムソルグス
キーの楽曲が、それぞれソロで披露さ

れました。楽曲の背景を交えた楽しい
トークと、生き生きと情感のこもった
音色に、来場者は聴き入っていまし
た。最後は、フォーレが、可愛がって
いた少女へ誕生日祝いとして毎年1曲
ずつ作曲したという「組曲『ドリー』
作品56」より4曲がプレゼントとして
観客へ贈られ、温かい雰囲気で幕を閉
じました。
　次回は11月11日（月）に開催を予定
しています。是非、お越しください。

　小学生向けトークイベント「星の赤
ちゃんはどう生まれるのかな」を博物
館常設展示室（「NANTEN2模型」前）
で開催しました。
　講師の福井康雄理学研究科特任教授
は、サブミリ波電波望遠鏡「NANTEN2」
がとらえた星が生まれるプロセスや、
星間物質の性質を分かりやすく解説し
ました。小学生を中心とする参加者
は、「NANTEN2」による研究成果が、
宇宙のひろがりの理解に深く関わって

いることを学び、特に、最近話題に
なっている小惑星探査機「はやぶさ2」
が探る「りゅうぐう」や、ブラックホー
ルの起源解明へとつながっていること
に感心した様子で、熱心にメモを取っ
ていました。本イベント内容は、引き
続き「NAN TEN2模型」横のスペー
スで、パネルで紹介しています。宇宙
についての学びを深めるため、是非、
博物館へお越しください。

　東海・北陸地区国立大学法人等職員
採用試験の合格者を対象とした職員採
用職場説明会を、豊田講堂及びシンポ
ジオンホールで開催しました。
　今年度の職場説明会は、来年4月に
設立予定の「東海国立大学機構」を見
据え、岐阜大学・名古屋大学の合同開
催となりました。豊田講堂において本
学松尾総長、岐阜大学の大藤生気理事
が挨拶し、今後の面接等の日程につい
て説明を行いました。

　シンポジオンホール、会議室等に
会場を移した個別業務紹介では、教
務・学生サービス、病院経営・医療支
援等8つのブースに分かれ、両大学の
担当者による業務の内容紹介を行った
ほか、「先輩の経験を伝えるコーナー」
等も設け、参加者からの具体的な質問
に職員が個別に対応しました。
　当日は、天候にも恵まれ、約320名の
参加があり、それぞれ真剣に説明を聞
き、メモを取る姿が見受けられました。

大﨑さん、酒井さんの連弾

福井特任教授による講演

挨拶をする松尾総長

■博物館

8



Meidai News

27
7

1
8

2
8

「夏休みスペシャル減災教室」を開催

体験学習「名古屋周辺の地震・活断層を学ぼう－地域の自然を理解しようー」を開催

GRL 連続セミナー第1回「メディアとハラスメント」を開催

　こども向けイベント「夏休みスペ
シャル減災教室」を減災館で開催しま
した。当日は、台風の影響による荒
れ模様の天候にもかかわらず、親子約
70人の参加がありました。
　恒例の福和減災連携研究センター長
による「げんさい教室」では、様々な
実験を行いながら、地震による建物の
揺れを学習しました。
　また、今年度からの新たなプログラ
ムとして、模型実験から川の仕組みを

学ぶ「流れる水のはたらき」、応急給
水を体験できる「給水車展示」、地震
後に起きることをゲームで学ぶ「家ま
ですごろく」等が加わり、閉館時間ま
で多くの来館者で賑わいました。

　7月31日（水）、8月1日（木）の両日、
夏休み体験学習「名古屋周辺の地震・
活断層を学ぼう－地域の自然を理解
しよう－」を実施し、名古屋市の小学
4年生から6年生、計25名が参加しま
した。
　初日は、大型バスをチャーターし
て、岐阜県本巣市に出向き、濃尾地震
により生じた根尾谷断層の露頭を見な
がら、活断層・地震について学びまし
た。また、金生山化石館にて、古生代

の化石を観察した後、根尾川の河原
で、巨大二枚貝シカマイアの化石採集
を行いました。2日目は本学減災館で、
鷺谷　威減災連携研究センター教授に
よる地震発生や断層形成のメカニズ
ム、防災にかかる講義を聴講し、小麦
粉とココアを用いて断層形成実験を行
いました。最後に、班ごとに本体験学
習で学んだことについてポスターにま
とめ、発表会を行いました。

　GRL連続セミナー第1回「メディア
とハラスメント」をGRLレクチャー
ルームで開催しました。
　初回である今回は、ジャーナリスト
の林　美子氏が、メディア業界におけ
る性暴力・セクハラ事件を題材に、問
題の所在や事件をなくすための方法に
ついて解説しました。元新聞記者で、
「メディアで働く女性ネットワーク」
の設立にも携った経験に加え、ジェン
ダー学研究者としての調査研究に基づ

く話はいずれも具体的で、加害者の意
識の根底には自己肯定感の低さがある
こと、ハラスメントを他人事とせず、
一人でもできる第三者としての介入方
法は何か等、非常に示唆に富む内容で
した。
　なお、GRLセミナーの今後の予定は
http://www.grl.kyodo-sankaku.provost. 
nagoya-u.ac.jp/で案内しています。

「げんさい教室」で解説する福和センター長

根尾谷断層前での集合写真

講演する林氏

■減災連携研究センター

■宇宙地球環境研究所

■ジェンダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）
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学生の元気

名大の

今がわかる
!

3
8 第30回日本数学コンクール及び第23回日本ジュニア数学コンクールを開催

　第30回日本数学コンクール及び第
23回日本ジュニア数学コンクールを、
名古屋・大阪・三重・和歌山・福井の
5会場で開催しました。
　日本数学コンクールは高校生を対象
に、日本ジュニア数学コンクールは小
学生から中学生を対象に、科学と技術
の基盤を担う夢とロマンを秘めた若
者の才能を発掘・育成していくこと
を目的に1990年から開催しています。
2015年からは協力して解を導き出す

ことのできる人材発掘のため、団体戦
を導入しました。
　今年度は「自販機の釣り銭」などの
6題を出題し、小・中・高校生計505
名が楽しみながらも難しい数学の問題
に取り組みました。
　今後、論理性や着眼点などについて
審査し、11月10日（日）に表彰式を行
う予定です。

問題に取り組む参加者

ブレイクタイム

UN Women 日本事務所主催「HeForSheプラスワン！」に松尾総長が登壇

NHKキャンパス・ミーティング＠名古屋大学を実施

　6 月 30 日（ 日 ）、 国 連 大 学 で、UN 
Women日本事務所主催（外務省後援）、

「HeForSheプラスワン！」が開催され
ました。本イベントは、プムズィレ・
ムランボ＝ヌクカUN Women事務局長
の来日及び HeForShe 日本語ページ新
設を機会とし、日本各界の賛同者らによ
る報告や対話等を行い、ジェンダー平等
やHeForShe連帯運動の意義を日本国内
で広めていくことを目的に実施され、約
300名が参加しました。
　本イベントでは、既に HeForShe に
署名した賛同者が、知り合いをその場に
連れてきて署名を推奨する「プラスワ

ン！」 が 行 わ れ、HeForShe IMPACT 
Champion で あ る 松 尾 総 長 が 登 壇 し、
宮川　勉総務部長を招いて HeForShe
への賛同と署名を促しました。他にも

「企業と学生によるHeForShe運動の取
り組み」のセッションで、名古屋大学
HeForShe学生クラブ代表の森　桃さん

（文学部3年）と栗木莉子さん（農学部3
年）が、本学におけるジェンダー平等に
向けた様々な活動について紹介しました。
また、イベントに先立ち、ムランボ＝ヌ
クカ事務局長と松尾総長による対談も行
われました。

　7月12日（金）、豊田講堂3階会議室で、
NHKキャンパス・ミーティング＠名古屋
大学～視聴者のみなさまと語る会～を実
施しました。
　NHKは、放送法に基づき、視聴者の意
見を直接NHKの経営に反映させるため、

「視聴者のみなさまと語る会」を全国各地
で行っています。そして、幅広い世代の
声を聞くため、対象を学生に限定し、大
学キャンパスでも実施しています。
　今回は、「ネット時代の公共メディア」
をテーマに据え、来学したNHK経営委

員と執行部理事が、集まった約30名の
学生からの様々な意見やアイデアに真剣
に耳を傾けました。また、人気番組「チ
コちゃんに叱られる！」の水高　満チー
フ・プロデューサーによる講演もあり、
制作における様々なエピソードが披露さ
れました。
　今回の内容は、開催報告として9月頃
にNHK経営委員会のホームページに掲
載される予定です。
NHK経営委員会HP：http://www.nhk.
or.jp/keiei-iinkai/

松尾総長（左）と宮川総務部長（右）による
「HeForShe プラスワン！」

（NHK提供）
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学生の元気

世界に羽ばたくG30国際プログラム卒業生
Sapna Sinhaさん，　Kumudra Aungさん，　Genevieve Tanさん

生紹介学

　G30国際プログラムは2011年に発足し、
毎年45名ほどの入学者しかいない小さな学部
プログラムですが、過去4年間の卒業生150
名のうち85名が、本学と海外の大学院にほぼ
半数ずつ進学しています（表）。海外の大学院
に進学した卒業生は、世界のトップにランクイ
ンする大学で活躍していて、各大学のホーム
ページで名大出身者として紹介されています。

　工学部化学プログラムを 2016 年に卒業
し、オックスフォード大学に進学したSapna 
Sinha さん（インド出身）は、学部4年生の
時に北浦　良理学研究科准教授や篠原久典同教
授の指導下で行った研究が発表論文とともに紹
介されています。大学院進学後も既に5編の論
文を発表し、もうすぐ博士学位（PhD）を取
得予定です。

　自動車工学プログラムを 2018 年に卒業
し、カリフォニア大学バークレー校に進学した
Kumudra Aungさん（ミャンマー出身）は、
本学での経験を生かして「自動運転がエネル
ギー節約にどれほど貢献するか？」という問題
に取り組んでいます。

　文学部「アジアの中の日本文化」プログラムを
2018年に卒業し、ペンシルベニア大学に進学
したGenevieve Tanさん（シンガポール出身）

は、同大学のホームページで、本学で「良妻賢母」
について研究した旨紹介されています。彼女は、
現在、同大学の歴史学のPhDコースに所属し、

「20世紀の東アジアにおけるジェンダーと家
族」について研究しており、その記事は6月末
にワシントンポスト紙に掲載されました。

　ここに紹介した3名以外の卒業生も、活躍の
場を広げています。昨年秋学期からは、一般
プログラムの学生が、G30国際プログラムの
授業に参加して単位を取得できるようになり

（NU-EMI事業）、国際教育が本学に浸透しつつ
あります。彼らが、これから研究者あるいは企
業人として成長し、本学との国際的なネット
ワークを構築していくことが期待されます。

G30国際プログラムの卒業生が進学した主な大学院
日本 名古屋大学、東京大学、京都大学
欧州 オックスフォード大学、 

インペリアル・カレッジ・ロンドン、 
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、 
チューリッヒ工科大学、ハイデルベルグ大学、 
アムステルダム大学、デルフ大学、ブリストル大学、
ボン大学、シェフィールド大学

北米 マサチューセッツ工科大学、 
カリフォルニア大学バークレー校、シカゴ大学、
デューク大学、ペンシルバニア大学、ミシガン大学、
トロント大学、カーネギーメロン大学、 
ノースカロライナ大学、マウントサイナイ医科大学

豪州 メルボルン大学

本学G30国際プログラムから海外の大学院に進学した卒業生。
左からSapna Sinhaさん、Kumudra Aungさん、Genevieve Tanさん（写真の前列右から3人目）
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他の受賞者情報はホームページをご覧ください。 名大トピックス316 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no316.html

祝 受賞

　4月18日（木）、日本機械学会賞受賞者が発表され、村島基之 

工学研究科助教が日本機械学会奨励賞を受賞しました。日本機

械学会は、機械工学と工業の発展を奨励することを目的として

設立され、本賞は優れた若手研究者へ授賞するものです。

　また、村島助教は5月20日（土）、日本トライボロジー学会

奨励賞、The Best Paper Awardにも選ばれました。奨励賞

は、トライボロジー分野の学術・技術の発展を奨励することを

目的に優れた若手研究者の研究に授賞するもので、The Best 

Paper Awardは、日本トライボロジー学会により英文学術誌 

Tribology Online に投稿された論文のうち優秀と認められた

論文に対して贈られます。

受賞対象となった 
研究テーマ

日本機械学会奨励賞 CFRP部材加工時における金属表面に対する樹脂付着メカニズ
ムの解明及び付着制御手法の開発の研究

日本トライボロジー学会奨励賞 3Dプリンタにより造形された変形表面による流体潤滑状態の
能動的制御

The Best Paper Award Effect of Electric Field on Adhesion of Thermoplastic 
Resin against Steel Plates

村島基之 工学研究科助教が日本機械学会奨励賞及び 
日本トライボロジー学会奨励賞 ・ The Best Paper Awardを受賞！

トライボロジー学会奨励賞・Tribology Online The Best 
Paper Award授賞式（右から2番目が村島助教）

授賞式での増永准教授

増永浩彦 宇宙地球環境研究所准教授が 
2019年度日本気象学会賞を受賞！

　5月16日（木）、日本気象学会は2019年度日本気象学会賞受賞者を発表しました。

この賞は、気象学及び気象技術に関し、貴重な研究をなした者に対して贈られる顕

彰です。

受賞対象となった研究テーマ

複合的な衛星観測データの解析による熱帯対流力学の研究
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他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 研究教育成果情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html
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統合失調症の予測モデルを構築！
－バイオマーカーの実用化に期待－

「はやぶさ2」による小惑星リュウグウの 
科学探査

3次元放射光ナノイメージングとデータ科学の 
融合
－酸素吸蔵・放出材料における酸化反応の軌跡を可視化－

「軌道弾性効果」の実証
－磁化配向の低電力電界制御に指針－

神経軸索の再生が阻害されるメカニズムを解明
－脊髄損傷などの治療へ－

ナノテク新素材の至高の目標
－グラフェンの従兄弟「プランベン」の発見に成功！－

○ 統合失調症は発症してから治療開始までの期
間が長いほど、治療効果が十分に発揮されな
いことから、早期診断に有用な客観的な検査
法が待ち望まれている

○ 統合失調症患者と健常者のリンパ芽球様細胞
株を対象としたタンパク質の網羅的発現解析から22種類のバイオマーカー
候補を同定し、4及び6因子から成る予測モデルを作成した

○ バイオマーカーの利用により、客観的な指標を用いた診断法の社会実現が
期待される

○ 探査機「はやぶさ2」の観測により、リュウグウは赤
道リッジをもつコマ型天体であること、岩塊が表面
全域に多く点在すること、赤道付近に大きなクレー
ターが存在することなどの特徴が明らかになった

○ リュウグウは破片が集積してできた天体であること
が明らかとなり、過去の高速自転による変形で形成されたと推定される

○ 着地点選定作業の際、赤道リッジ上に第一候補地域を選び、その中の半径
3 mの領域を目標とし、ピンポイント着地成功に導いた

○ 人工クレーター生成に成功し、その直径から、天体内部の強度の推定が可
能になり、地球への物質輸送過程に迫ることができる

○ コンピュータトモグラフィー（CT）と硬X線タ
イコグラフィーXAFS法を組み合わせた新しい
3次元化学イメージング計測法3D-HXSPを開発
した

○ 自動車排ガス浄化触媒に用いられるセリア－ジル
コニア酸化物固溶体粒子の中の酸素吸蔵反応の軌跡を、3次元的に可視化
することに成功した

○ 可視化したビッグデータを機械学習（教師なし学習）を活用して解析し、
材料中の酸化反応の伝搬の様式を明らかにした

○ 磁性体を歪ませると磁化の向きやすさ（磁気異方
性）が変化することは磁気弾性効果として知られ
ている。そのミクロな電子論的な原因として、電
子のスピン角運動量よりも軌道角運動量が重要で
あることを見出した

○ チタン酸バリウム結晶の上に堆積したニッケルに電界を用いてひずみを印
加することで、磁気異方性と軌道角運動量が可逆的に変化することをX線
磁気円二色性スペクトルの計測と理論計算から明らかにした

○ 本研究成果はひずみに応答して軌道角運動量を操作するスピンオービトロ
ニクスの新しい磁性材料の開発に繋がることが期待される

〇 脊髄損傷・視神経損傷などでは、神経軸索が切断され、
再生することができないため、神経回路が断絶され麻
痺や失明が起こる

〇 神経軸索の再生がなぜ阻害されるのか、詳細な機構は
不明であった

〇 損傷軸索でのオートファジーの破綻が軸索再生阻害の
原因であることを明らかにした

〇 この軸索再生阻害の過程に関わる分子として、コータクチンを新規に同定
した

○ ポストグラフェン物質の最後の未発見
物質であるプランベンの創製、発見に
成功した

○ プランベンは、グラフェンと化学的性質が近い14族元素からなり、重い
元素ほど電気伝導性の制御が容易との理論的予測からも、スピントロニク
スやIoT社会の実現のためのナノエレクトロニクスの開発につながると期
待される

○ 北京オリンピックの競泳施設「ウォーターキューブ」とそっくりなナノ物
質が副産物として偶然発見され、「ナノウォーターキューブ」と命名した

大学院医学系研究科　 尾崎紀夫教授　國本正子客員研究者 
Aleksic Branko准教授　永井 拓准教授

大学院環境学研究科　渡邊誠一郎教授　諸田智克講師（当時）

大学院理学研究科　唯 美津木教授　松井公佑助教

大学院理学研究科　谷山智康教授

大学院医学系研究科　門松健治教授　坂元一真助教　尾崎智也特任助教

大学院工学研究科
　柚原淳司准教授　賀 邦傑大学院生　松波紀明技術補佐員

統合失調症診療における問題点

現在の診断 = 症候学
医師の問診・ 患者の訴え

患者が語らなければ診断出来ず 患者の状態・ 症状を正確に把握

病態生理に基づく 検査
（客観情報）

早期診断 発症前診断

治療選択 治療評価

診断の遅れ⇒治療開始が遅延

診断を誤る可能性⇒不適切な治療選択

現場では、 統合失調症の
「信頼性・ 妥当性の高い診断法」

が待ち望まれています。

予後が不良

治療効果が不十分
機能低下が戻らない
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他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 研究教育成果情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html
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有機トランジスタで超伝導の条件を探る
－電圧とひずみで試料の超伝導を制御－

金属電極／固体電解質界面に形成される 
イオンの空間電荷層の観察に世界で初めて成功！

低分子化合物で植物時計の仕組みを発見！ イオン注入によるp型GaNの作製に世界で初めて成功 
縦型および横型GaN on GaNデバイス試作ライン 
稼働スタート

新たな燃料電池膜を創製
－無加湿下でも従来膜以上の高い性能を発揮－

電力使用量を調整する経済的価値を明らかに
－発電コストの時間変動に着目した 
解析・制御技術を開発－

○ 強相関物質を用いて柔軟な有機トラン
ジスタを作製し、一つの試料で電子の

「数」と「動きやすさ」を同時に制御
することで、超伝導の発現条件を明らかにした　

○ 本成果は、高温超伝導をはじめとする未解明の超伝導現象の理解につなが
ると期待できる

○ 最先端のTEM観察技術と新たに開発した電場シー
ルド試料作製技術により、金属電極／固体電解質界
面で形成されるイオンの空間電荷層を世界で初めて
観察することに成功した

○ 本成果は今後の全固体電池の高性能化に向けた金属
電極／固体電解質界面の設計に大きく貢献するもの
と期待される

○ 植物の1日の長さ（概日時計の周期長）
を延長する低分子化合物を発見した

○ 分子プローブの設計とプロテオミクス解析により、周期延長化合物の標的
タンパク質として遺伝的重複性が推測されるカゼインキナーゼ1（CK1）
ファミリーを見出した。また、周期延長化合物およびCK1の主要な作用
経路を決定した。

○ 植物の時計を標的とした分子は、花成時期の人為調節などの調整剤として
の開発につながることを提案する

○ 動植物に共通した時計関連タンパク質CK1の発見は、時計分子モデルの
進化的シナリオに再考を促す

○ 世界で初めてイオン注入により、高品質なp型結晶
を作製することに成功

○ 将来のGaNデバイス集積回路実現へとつながる画
期的成果

○ GaN専用クリーンルーム（C-TEFs）でのウェハ供給体制が整い、企業や
研究機関へデバイス作製サービスを開始

〇 燃料電池の発電性能はプロトン伝導膜のプロト
ン伝導率に大きく依存

〇 従来のプロトン伝導膜は加湿しなければプロト
ン伝導率はほぼゼロで、無加湿下では発電不能

〇 ポリマーを架橋し、遊離したプロトンを多数含んだ不揮発性酸性液体を浸
みこませる分子設計を本伝導膜作製に適用

〇 本伝導膜では、100℃付近において膜としての自立性、無加湿下100 mS/
cm程度の高プロトン伝導率を同時に実現

○ 電力需要ピーク時に電力使用量を調整するデ
マンドレスポンスは、その経済的価値が明ら
かになっていなかった

○ デマンドレスポンスが費用対効果を最大化す
るための制御技術を新たに開発

○ 今後のデマンドレスポンス技術の標準になることが期待される

大学院工学研究科　竹延大志教授　蒲 江助教 未来材料・システム研究所　齋藤 晃教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所　中道範人特任准教授
大学院理学研究科　上原貴大大学院生（当時） 　水谷佳幸大学院生（当時）

未来材料・システム研究所　天野 浩教授　加地 徹特任教授
大学院工学研究科　須田 淳教授

大学院工学研究科　野呂篤史講師　松下裕秀教授 大学院工学研究科　東 俊一教授
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差が⼩さい
→ピークシフトしても
経済的価値が⼩さい

差が⼤きい
→ピークシフトによる
経済的価値が⼤きい
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イベントカレンダーEvent Calendar

　他のイベント及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 イベント情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/event/index.html

2019年9月17日発行
編集・発行／名古屋大学総務部総務課広報室
本誌に関するご意見、ご要望などは広報室にお寄せください。

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL 052-789-2699　FAX 052-789-2019　
E-mail : kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

名大トピックスのバックナンバーは、名古屋大学のホームページ
（http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/index.html）でも
ご覧いただけます。

No.316 2019年9月

市民公開シンポジウム 
「野生動物由来ウイルス感染症を考える」

YOCHOU2019
名古屋大学予兆学シンポジウム2019

GRLシンポジウム「科学とジェンダー」（第1部） 
「科学の世界における女性研究者のあゆみ」

博物館野外観察園セミナーハウスサテライト展示
「写真や標本でご紹介！『名大の自然 昆虫編』」

9月29日（日）
場　　所：農学部 B館3階第12講義室
時　　間：13：00～17：00
定　　員：200名
対　　象：一般
参 加 費：無料

内　　容：
新興感染症の出現予防を主眼として野生動物の
生態およびその人獣共通ウイルス感染症につい
て考える

7月22日（月）～12月20日（金）
場　　所：�博物館野外観察園�

セミナーハウス2階
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：�土・日・祝日�

（10月19日臨時開館）
入 場 料：無料

10月4日（金）
場　　所：�野依記念学術交流館2階�

カンファレンスホール
時　　間：13：00～17：30
対　　象：学生、一般
参 加 費：無料（懇親会は4,000円）

内　　容：
多分野に渡るweak�signalの数理解析、予兆デー
タ基盤、予兆情報配信サービス、予兆に基づく
意志決定論、予兆緩和・対応ソリューションの
事業化など、予兆学としての統合的な学知およ
びその社会実装について議論する

9月27日（金）
場　　所：�ジェンダー ･リサーチ ･�

ライブラリ2階�
レクチャールーム

時　　間：13：00～17：00
対　　象：一般

内　　容：講演、パネルディスカッション

［問い合わせ先］�
生命農学研究科　教授　本道栄一　052-789-4185

［問い合わせ先］� yochou2019@aip.nagoya-u.ac.jp
［問い合わせ先］�
ジェンダー・リサーチ・ライブラリ　grl@adm.nagoya-u.ac.jp

［問い合わせ先］� 博物館事務室　052-789-5767

名大ウォッチ

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp

新聞社で長く科学報道に携わってきた
辻 篤子 国際機構特任教授が、
本学ホームページでコラムを掲載しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

28
8

31
7

名古屋でクルマを学ぶ

歴史を学ぶ意味
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名古屋大学が優れた人材輩出や世界的な研究成果により、今後も日本や地域に貢献し続けるに
は、安定した独自財源が必要です。「名古屋大学基金」はその基盤であり、皆様からのご寄附を、さまざまな事業に活用させ
ていただきます。何卒ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

名古屋大学基金の中に
は、研究推進や人材育成など、支援目
的を特定してご寄附いただける事業も
ご用意しております。

プロジェクト

■ 詳しくはホームページをご覧ください。ご寄附のお申込み、お問い合わせはDevelopment Office（DO室）あて（電話052-789-4993、
Eメールkikin@adm.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。 名古屋大学基金 http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/

アクセスはこちらから

青色 LEDベンチャー 医学未来人材 アジア法律家 女性リーダー病 院 経済100周年 修学支援図書館 農 学 ITbM工 学 附属学校保健医療リーダージェンダー

創 薬 PhD登龍門 数理科学減災館 医学150周年理 学 教育70周年 博物館 文学75周年 エジプト 漕艇部 博士課程人材育成支援

名古屋大学基金のご案内

特定基金

名大生の伊勢湾台風被災者救援活動
　ちょうど60年前、1959（昭和34）年9月26日から27
日にかけて猛烈で超大型の台風が日本列島を襲い、
5,000人を超える死者・行方不明者を出すなど、東海
地方を中心に甚大な被害をもたらしました。この伊勢
湾台風の被災者救援活動において、名大生をはじめと
する学生たちが大きな役割を果たしたことが知られて
います。
　名大では、早くも9月28日に学生大会が救援活動へ
の積極的な参加を議決し、その翌日には教養部学生災
害対策本部が結成されて、この救援活動に参加した学
生は延べ3,000人にのぼりました。その活動は、運搬・
連絡から遺体の収容といった過酷なものにまで及び、
学生たちは連日、泥海と化した被災地で苦闘しました。
　医学部の学生は、9月29日に学生災害対策本部を設
置し、医療班を編成しました。同班は名古屋市で最も
被害が大きかった南区の各避難所で活動を行うととも
に、附属病院の救護班や被災地の病院などの支援にあ

たりました。
　さらに名大生たちは、行政の救援活動に飽き足ら
ず、10月初めに「泥の会」を組織し、南区道徳橋に
現地センターを設置して独自の活動を展開しました。
また、12月には、日本福祉大の学生たちと共に、南
区弥

や

次
じ

衛
え

町に臨時保育所（ヤジエセツルメント）を設
立して、貧しい被災家庭のための活動を行いました。
　1960年2月実施の名大生へのアンケート調査による
と、回答者1,162人のうちの76％が何らかの救援活動
に参加したと答えています。また、その救援活動参加
者の67％が被災者でした。名大生の多くは、災害に
遭いながらも救援活動をしていたのです。
　名大生の救援活動は大きな共感を呼び、多くの被災
者から感謝の手紙が寄せられました。また、こうした
活動に結集した学生のエネルギーが、翌年の安保闘争
で噴出した側面も指摘されています。

1　�1959年12月26日に開催された伊勢湾台風義援金募集の音楽会
のポスター（53.5�cm×38�cm）。伊勢湾台風のために中止され
た秋の文化祭に代わるものとして、名大の4つの音楽サークル
が自主的に計画した。音楽会の純益金は、全て義援金として日
本赤十字社に寄託された。

2　�名大医学部の伊勢湾台風被災者救援活動。
3　�伊勢湾台風被災者を手当てする名大医学部の学生。
4　�毎日新聞社会事業団の診療班員として被災者の救援活動に参加
し、感謝状と記念品を贈呈された名大医学部学生会の学生たち
（1959年10月）。1

4

2

3
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