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クローズアップ Homecoming Day
第15回名古屋大学ホームカミングデイ

「社会の中の大学」

　10月19日（土）、第15回名古屋大学ホームカミングデイを、
東山キャンパス及び大幸キャンパスで開催しました。
　ホームカミングデイには、「故郷に帰る」という意味が込め
られており、同窓生が母校に集うだけでなく、在学生のご家族
や教職員OB、地域の方々にも本学との絆を深めていただくた
めの交流の場として、平成17年から、毎年10月の第3土曜
日に開催しています。
　当日は、あいにくの天候でしたが、卒業生や在学生のご家族、
地域の方々を中心に約3,000名が来場しました。

■特別企画 
「未来社会を拓く科学：宇宙へ、そして地球へ」
　「はやぶさ2」プロジェクトマネージャーを務める津田雄一
ISAS/JAXA准教授と、宮原ひろ子武蔵野美術大学准教授によ
る講演会には200名以上が来場し、講演後のパネルディスカッ
ションも好評を博しました。なお、本企画では、聴覚障害者の
ための要約筆記*を実施しました。
*筆記者が講師の話を要約し、スクリーンに投影

■名古屋大学の集い
　豊田講堂ホールに、卒業後10周年、20周年、30周年、40
周年、50周年を迎えた周年同窓生、抽選で当選された方々を
お迎えし、メイン行事である「名古屋大学の集い」を開催しま
した。
　松尾総長、柴田昌治全学同窓会副会長からの挨拶に続いて
実施した「名古屋大学国際交流貢献顕彰授与式」では、国
際連合食糧農業機関（FAO）駐日連絡事務所所長のンブリ・
チャールズ・ボリコ氏、日本東朋テクノロジー株式会社専務取
締役・上海東朋科技有限公司CEOの張 豪氏、Tun Hussein 
Onn University of Malaysia准教授のナファリザル ビン ナ
ヤン氏の3名に、国際的な取り組みに対する功績を称え、表彰
状と記念品が授与されました。

　創立80周年記念特別企画「未来のクルマ」では、学内外の
研究者らによるリレートーク等に続き、メディアアーティスト
で、筑波大学准教授である落合陽一氏による特別講演「身体と
移動のダイバーシティ」を行いました。特別座談会「未来のク
ルマ・クルマの未来」では、落合准教授、ノーベル賞受賞者で
ある天野 浩未来材料・システム研究所教授、本学大学院修了
生で、電動車いすベンチャーWHILL株式会社創業者の福岡宗
明氏、森川高行未来社会創造機構教授が登壇し、非常に盛り上
がりました。

ホームカミングデイの開催を伝える大看板

特別企画で講演する津田准教授

創立80周年記念 
特別企画 

「未来のクルマ」 
特別座談会の様子

国際交流貢献顕彰授与式

宮原准教授
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Homecoming Day
第15回名古屋大学ホームカミングデイ

「社会の中の大学」

■自動運転車展示
　豊田講堂ホワイエや前庭では、自動運転車の展示を行いま
した。

■活躍する名大アスリートブース
　東京オリンピック女子マラソンの日本代表選手に内定した
経済学部卒業生の鈴木亜由子さん、先日行われたプロ野球の

ドラフト会議で、中日
ドラゴンズから育成1
位指名を受けた経済学
部4年の松田亘哲さん
の等身大パネルが設置
され、記念撮影をする
人や応援メッセージを
記入する人で賑わいま
した。

■スタンプラリー
　主要施設8カ所（赤﨑記念研究館、減災館、NIC、2008ノー
ベル賞展示室、ITbM、野依記念物質科学研究館（ケミストリー
ギャラリー）、中央図書館、博物館・古川記念館）を巡るスタ
ンプラリーは、「大学の見どころを見学できた」と好評でした。

■体験企画
「あかりんご隊科学実験『科学の力で光る!?わくわく
スライムづくり！』」、「親子で楽しむ『動きつくり』

『仲間つくり』体験 －ラグビーを教材として－」
　小学生が、本学の理系女子学生で構成される「あかりんご隊」
と一緒に、スライム作りを通して「りん光」について楽しく学
んだり、教員や名大ラグビー部員とともに、ラグビーを通して
親子のふれあいを楽しむ様子が見られました。

■大学文書資料室企画
　「名大創立80周年記念展  
名古屋帝国大学の誕生」、

「スライドショー 写真で見
るあの頃の名大」では、写真
を見ながら、当時を懐かし
む来場者の姿が多数見られ
ました。

■創立80周年記念名大ビアフェスタ
　夕刻から、名大のシンボル
である豊田講堂前庭で、創立
80周年を記念したビアフェ
スタを開催し、来場者はビー
ルやグルメを手に語り合い、
学生によるジャズやアカペラ
の生演奏を楽しみました。

■その他各学部・研究科主催行事等
　各学部・研究科では、市民公開講座、同窓生向け行事、保護
者向け行事等を実施しました。
　保護者向け行事では、教育・研究内容の紹介や進路・就職状
況の説明、質疑応答が行われ、学生生活の情報を得られる貴重
な機会であったと好評でした。

　来年も10月の第3土曜日（2020年10月17日（土））に開
催を予定しておりますので、ぜひお越しください。

自動運転車展示

活躍する名大アスリートブース

大学文書資料室 スライドショー 
写真で見るあの頃の名大

創立80周年記念名大ビアフェスタ 
ジャズ演奏の様子

あかりんご隊科学実験「科学の力で 
光る！？ わくわくスライムづくり！！」

親子で楽しむ「動きつくり」 「仲間つく
り」体験 －ラグビーを教材として－

スタンプラリーの参加者
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Q &A
先生に一問一答

たがわ　みほ
都立武蔵高校卒。学部・修士は早稲田大学理工学部・理工学研究
科で物理学および応用物理学を専攻。物性物理（特に表面物理）
の研究に没頭した。メーカー勤務を経て、東京大学の博士課程へ
進学。生物物理分野で博士号を取得。JSTのさきがけ研究員時代
は、米国ブルックヘブン国立研究所でバイオとマテリアルサイエ
ンスの融合分野の研究を進める。名古屋大学着任後は、単身で2児
の子育てをしながら教育と研究に奮闘する毎日を送る。
子供が生まれてからは趣味の時間は全く取れませんが、子供と一
輪車や鉄棒、縄跳び、ピアノ等を楽しんでいます。

生体分子が自ら結合する相手分子を選んで結合し（分
子認識）、精密に組織を作り上げていく原理を応用し
て、ナノ材料を自由自在に組み上げる手法を確立する
研究を行っています。例えば、金属や半導体は、ナノ
サイズ化すると、目で見える大きさのバルク材料とは
異なる新奇な物性を示します。更に、それらをどのよ
うに組み上げるかによっても、また、物質の性質が
変わります。これらの金属や半導体の粒子の表面に
DNAを結合させて、DNAの分子認識能力を用いて組
み上げることで、ナノ粒子の様々な結晶構造を作製す
ることに取り組んでいます。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

修士課程では、表面物理という分野の研究をしていま
した。研究は大好きでしたが、女性教員も女性の先輩
もいない環境だったので、博士課程へ進学して研究者
になるという選択肢を考えることができず、メーカー
に就職しました。会社の図書館で手にした科学雑誌に、
生体分子の自己組織化とナノテクノロジーに関する記
事が出ていて、「こんな面白そうな研究があるのか！」
と感心し、博士課程への進学を決心。物理とバイオの
学際分野を研究する研究室で、DNAをナノテクの材
料として扱う研究を立ち上げさせてもらいました。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？

人間は悩まないと
本当の力は出てこない

MyBestWord
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中先生が「悩む力」（夏目漱石やウェーバーの価値観を基に
した著書）で、そう説いています。博士課程時代に、悩みすぎて
おかしくなりそうだった時にこの本に出会い、「もっと悩んでい
い」、「しっかりと悩む力が必要」と説かれたことで楽になりまし
た。悩むことをポジティブに捉えられるようになって以来、どん
な状況も受け入れられる耐性がついたと感じています。悩みがな
い人生なんてあり得ませんから。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？
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輝きだなんて！実際は、毎日寝不足で時間に追わ
れ、ヘトヘトです…。それでも楽しいと思えるの
は、子供の時の感覚のまま、面白いと思うことを
追求し続けているからだと思います。研究を志し
たいと思う若い女性たちが、諦めずに夢を実現で
きる社会にしたいと強く願っています。

A

Ⓠ 昨年度は、本学の「女性トップリーダー顕彰」、今年
度は、ソロプチミスト日本財団女性研究者賞（⇒P.12）
を受賞されるなど、研究業績のみならず、男女共同参
画・女性活躍の観点からも先生のご活動が注目されて
います。公私ともに輝きを保つ秘訣とは？

ナノサイズまで観られる顕微鏡をのぞいて、ナノ
粒子が規則的に並んだ結晶が見えた時です！

A
Ⓠ 研究が面白い！と思った瞬間はどんな時

ですか？

ストレスを解消する時間さえ取れない状況なの
で、解消されないままなんです。くじけている時
間もなく、平日はワンオペで子育てをしながら大
学教員をしているというのは、本当にそんな状況
です。でも、夜寝るときに子供の寝顔を見ると、

「ああ、明日も頑張ろう！」と思えるんです。

A
Ⓠ くじけそうになった時は？

ストレス解消法を教えてください。

DNAを用いることで、従来の方法では到底作製
できないナノ構造を作製できるようになってきた
ので、今後は、そのナノ構造に起因する新しい物
性を調べたり、応用したりしていきたいと考えて
います。また、材料工学分野のみならず、医工学
との融合分野も開拓していきたいと考えていま
す。それから、後輩の女性研究者をもっともっと
増やすことも目標にしています！

A
Ⓠ 今後の目標は？

意気込みも含めてお願いします。

名古屋で2人目の子供が生まれ、1人で2人の乳
幼児を育てるのは想像を絶する大変さでした。上
の子の遊び食べ、下の子の食べ物ポイポイが激し
い時期には、お風呂で夕食を食べさせていました

（笑）。汚れてもシャワーで流すだけ。ついでにお
皿も洗い、入浴もして…。「凄く良いアイデア！」
と自分で感心していました。
あとは、夜寝るとき、次の日の服を着て寝ていた
とか（自分自身も）、色々あります。非常識など
と言われそうですが、常識的な生活をしていては
乗り越えられませんでした。
今では、ちゃんと食卓で食事をして、朝、服を着
替えてと…成長したなぁと思います。

A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせ

てください。

DNAの分子認識を利用して金ナノ粒子を超格子化し作製したナノ粒子の単結晶

先生の研究を
表す1枚！
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名大の

今がわかる
!

名古屋大学予兆学シンポジウムを開催 ■イノベーション戦略室

海外緊急時対応シミュレーション訓練を実施 ■国際機構・リスク管理室

教育学部創設70周年記念式典等を開催 ■大学院教育発達科学研究科・教育学部

テクノ・フェア名大2019を開催 ■大学院工学研究科

　名古屋大学予兆学シンポジウムを野
依記念学術交流館で開催し、文部科学
省や全国各地の企業、大学、研究所等
から約140名の参加がありました。
　本シンポジウムは多様なデータを基
にウィークシグナルから未知の予兆を
とらえ、目指すべき未来社会の姿とそ
れに向けた道標を明示する学理と研究

プラットフォームの構築を目指すもの
です。松尾総長の挨拶の後、原　邦彦
当室特任教授による構想説明、梶川裕
矢東京工業大学教授による基調講演、
明るい未来を創る予兆学パネル討論等
が行われ、盛況のうちに終了しました。

　海外緊急時対応シミュレーション訓
練をナショナルイノベーションコンプ
レックス（NIC）大会議室で開催しま
した。参加者は班ごとに分かれて、海
外にいる学生が重大事故に遭った場合
に国内で行うべき初期対応をいくつか
の状況を想定して検討・発表し、その
後、多くのノウハウを持つ旅行保険会

社の講義を受けました。 
　冒頭挨拶では、松尾総長が、本学か
ら海外に派遣する学生を増やすために
は本訓練が極めて重要であると述べま
した。訓練では、参加者が短時間で正
確な判断を求められる場面も多く、危
機対応時の知識と心構えを学びました。

　教育学部創設70周年を記念し、IB
電子情報館大講義室で、記念式典、
大谷　尚教育発達科学研究科特任教
授による講演会「質的データ分析手
法SCATの開発とその展開から学ん
だこと」、当研究科教員による公開シ
ンポジウム「ミスコミュニケーション
とオーセンティックコミュニケーショ

ン」を開催しました。
　また、夕刻より南部生協「彩」で、
松尾総長を迎え、記念祝賀会を行いま
した。祝賀会は、鏡割りなどのイベン
トを挟みながら行い、名誉教授、学部・
研究科の同窓生、教職員、学生ほか総
勢約200名が出席し、参加者は旧交を
温めました。

　医学系研究科、情報学研究科等の関
連部局との共催による「テクノ・フェ
ア名大2019」をIB電子情報館で開催
しました。
　メイン会場となった同館中棟1階廊
下のブース展示には、28のテーマが
出展し、廊下一面に並んだブースは見
応えがあるものになりました。また、

市民公開セミナーでは、多くの聴講者
が最先端の研究成果に熱心に耳を傾け
ていました。さらに、12の研究室で
研究室見学が企画され、実験設備を間
近で見ることができた参加者は研究室
の雰囲気を存分に味わっていました。
今回の来場者は約520名となり、盛況
のうちに閉会しました。

4
10

8
10

19
10

19
10

講演会の様子

訓練の冒頭で挨拶をする松尾総長

参加者との記念撮影

ブース展示会場
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Meidai News

19
10

23
10

23
10

名大秋祭（秋革祭）を開催

東海地区キャンパス・ハラスメント研究会セミナーを開催

第66回経営協議会を開催

　名大祭実行委員会主催による第43
回秋革祭を東山キャンパスで開催しま
した。
　秋革祭は、同日開催のホームカミン
グデイを盛り上げ、また、地域の方に
楽しんでいただくことを目的に毎年開
催しています。今年は、模擬店企画、
縁日企画、ステージ企画、エコ企画、
Sports Festival企画（SF企画）の5企
画を行う予定でしたが、前日の雨によ
りSF企画は中止となりました。

　不安定な天候ではありましたが、多
くの来場者に恵まれ、特に、縁日企画
やエコ企画は、射的や工作を楽しむ子
供たちの活気で溢れ、非常に賑わって
いました。また、ステージ企画では、
名大祭実行委員会による参加型企画や
有志団体によるパフォーマンスが盛り
上がりを見せ、来場者の目を引いてい
ました。

　東海地区キャンパス・ハラスメント
研究会セミナーを理学南館坂田・平田
ホールで開催しました。　
　「学校ハラスメントを『見える化』
する/体罰・校則・部活動・長時間労
働～子どもの安全から教師の働き方ま
で～」と題し、内田　良教育発達科学
研究科准教授が講演を行いました。最
新の情報やデータ、豊富な事例を盛り
込みながら、教育現場の問題点やリス
クが提示され、先入観がハラスメント

を見えづらくさせていることや、教育
的意義の語りから優先順位への語りへ
とシフトしていくことの必要性等をわ
かりやすく述べた講演で、ハラスメン
トの「見える化」に向け、多くの示唆
を得ました。
　平日夕方の開催にもかかわらず118
名が参加し、「ハラスメント」への関
心の高さが伺えました。
　また、講演後のサイン会も大盛況で
した。

　第66回経営協議会をナショナルイ
ノベーションコンプレックス（NIC）
大会議室で開催しました。
　会議では、松尾総長の挨拶の後、東
海国立大学機構の中期目標・中期計画
案について、総長及び担当理事から説
明をし、審議の結果、了承されました。
　次いで、東海国立大学機構長候補者
の選考、令和元年人事院勧告の影響
額、2018年度資金運用報告（第4四半
期及び通年）、2019年度資金運用報告

（第1四半期）及び2019年度国際プロ
グラム群入学試験の結果・進路状況調
査について報告がありました。
　また、会議終了後の懇談では、部局
の中長期ビジョンについて、外部委員
の方々から、貴重なご意見が寄せられ
ました。

縁日企画

講演する内田准教授

経営協議会の様子

■ハラスメント相談センター
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名大の

今がわかる
!

留学生による小学生イングリッシュキャンプを開催

全学一斉地震防災訓練を実施

トップ女性研究者による宇宙地球環境科学－海洋化学－を開催 ■宇宙地球環境研究所

次世代研究者シンポジウム2019を開催 ■高等研究院

　10 月 26 日（土）、27 日（日）の両日、
野依記念学術交流館で、国際機構と名
鉄観光サービス株式会社との連携に
よる「イングリッシュキャンプ」を
開催しました。3回目となる本イベン
トでは、米国、英国、チェコ、モンゴ
ル、インドネシア等からの留学生がイ
ンストラクターとなり、地元の小学生

がキャンパスラリーや留学生の出身国
紹介、各種ゲームを英語で体験しまし
た。今年は、過去最大の約200名の応
募があったため、同内容のイベントを
2日に分けて実施しました。参加した
小学生は、楽しく活発に留学生との交
流を行っていました。

　全学一斉地震防災訓練を東山キャン
パス全域で実施しました。今年は、あ
いにく雨天となったため、各自の居室
における地震時の安全確保行動と、建
物内の避難経路の確認のみの訓練とな
りました。また、各建物での自衛消防
隊の活動、ブロック・部局の対応、全
学災害対策本部の活動及び一斉安否確

認を実施しました。
　災害対策本部では、本学と岐阜大学
の災害対策本部長によるテレビ会議を
実施し、相互の状況を共有する訓練も
行いました。来年4月の東海国立大学
機構の設立に向け、大学の安全と機能
継続を踏まえた訓練を計画・工夫して
いきます。

　海洋化学分野で活躍している2名の
女性研究者の講演会・パネルディス
カッションをES総合館ESホールで開
催しました。前半は、立川和代フラン
ス国立科学研究センター研究部長によ
る海洋地球化学に関する研究紹介、原
田尚美海洋研究開発機構地球表層シス
テム研究センター長による第60次南

極地域観測隊副隊長兼夏隊長として推
進した南極観測の活動紹介を行い、後
半は、フランスと日本における男女共
同参画の取り組みの違いや研究環境の
違い等に関して、来場者との意見交換
を実施しました。

　次世代研究者シンポジウム2019を
理学南館坂田・平田ホールで開催しま
した。本学は、2014年度より、北海
道大学、東北大学と連携して、文部科
学省「科学技術人材育成のコンソーシ
アムの構築事業」の下、若手研究人材
の育成を実施しています。本シンポジ
ウムはこの事業の一環として行い、今

年度で6回目の開催となりました。
　シンポジウムには、学生、教職員等
100名が参加し、小林　誠素粒子宇宙
起源研究所長による基調講演のほか、
様々な分野で活躍する若手研究者から
研究紹介や留学経験談、異分野共同研
究の進捗発表がありました。

27
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10
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留学生と子供たちの交流

避難器具による階段避難訓練

パネルディスカッション

シンポジウム参加者の集合写真
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Meidai News

長野県王滝村、日本マグマ発電株式会社と連携・協力に関する協定を締結 ■大学院環境学研究科

ウズベキスタン事務所10周年記念式典を開催

グローバル人材のための国際情勢講座を開催 ■ PhD 登龍門推進室

キャンパスコンサートを開催

　長野県の王滝村役場で、王滝村、日
本マグマ発電株式会社との連携・協力
に関する協定調印式を執り行い、西澤
研究科長、瀬戸　晋王滝村長及び山田
正彦日本マグマ発電株式会社代表取締
役社長が出席しました。
　本協定は、三者の連携・協力により、
環境学研究科における地熱資源と地下

構造に関する学術研究、王滝村におけ
る地熱資源の利用等による地域振興、
日本マグマ発電株式会社における地熱
資源等を用いた地域事業の創出を通
じ、再生可能エネルギーによる日本の
エネルギー自給体制の強化を目指し、
もって人類の幸福に貢献することを目
的としています。

　ウズベキスタン事務所10周年記念
式典をタシケント市内のホテルで開催
しました。式典には、ベギムクロフ・
ウゾクボイ ウズベキスタン共和国高
等中等専門教育省副大臣、藤山美典駐
ウズベキスタン日本国特命全権大使の
ほか、両国の大学学長等約80名の出
席がありました。

　当事務所は、文部科学省「国際化拠
点整備事業（グローバル30）」により、
両国の留学生交流活動促進を目的とし
て、2010年3月に開設しました。
　式典の開催は、本学及び事務所の長
年にわたる同国での活動を振り返り、
今後のさらなる発展に繋がる契機とな
りました。

　「英国にいるからわからないブレグ
ジットの真実」と題した一般財団法人
東海東京財団の支援による第19回グ
ローバル人材のための国際情勢講座
を、佐藤宣之本学客員教授（元チャ
タムハウス客員研究員）を講師とし、
根本二郎総長補佐の司会の下、アジア
法交流館で開催しました。

　英国に造詣が深く、時宜を得た大変
示唆に富んだ内容に、学内外の多くの
出席者で満員の会場からは次々と質問
が寄せられ、熱気あふれる講演会とな
りました。
　次回は2月6日（木）に開催を予定し
ていますので、是非、お越しください。

　愛知県立芸術大学との共催による
キャンパスコンサートを豊田講堂で開
催し、約390名が来場しました。
　コンサートは、同大学出身のピアノ
奏者、佐々木杏子さんとヴァイオリン
奏者、尾髙詩音里さんによるクライス
ラー「美しきロスマリン」で幕を開け、
ショパンやドビュッシー、ラヴェルの

楽曲がピアノソロで披露されました。
モーツァルト「ヴァイオリンソナタ」
の二重奏では、観客が秋の愁い漂う叙
情的な音色に聴き入り、ラストの情熱
的なファリャ「スペイン舞曲」の後、
熱い拍手に応えてアンコールが演奏さ
れ、場内の熱気が最高潮のうちに幕を
閉じました。
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左から高木一夫代表取締役、山田社長、西澤研究科長、瀬戸村長、山岡耕春教授

記念式典の様子

講演する佐藤客員教授

佐々木さん、尾髙さんによる演奏
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学生の元気

ブレイクタイム

フライブルク大学・ストラスブール大学・本学共同の 
サマースクール2019を実施
　9月16日（月）から20日（金）までの5日間、博士後期課程の大学院生を中心とした
３大学共同サマースクールをフライブルク大学で開催しました。本学からは、国際化
推進担当の総長補佐である土井康裕経済学研究科教授、粕谷英樹医学系研究科教授に
加えて、ブシェーミ・フランチェスコ情報学研究科教授及び今岡　淳工学研究科助教
の４名と、選抜された10名の大学院生が参加しました。
　本サマースクールは、大学院生が自らの研究を紹介するとともに、異なる分野の学
生の研究発表を聞き、ワーク
ショップで自由に討論するこ
とにより視野を広げ、同世代の

ネットワークを作るという目的のため、研究・教育で連携の深い３大学間で始まりました
（2017年は本学で、昨年はストラスブール大で開催）。
　今回のメインテーマは「Sustainability, Ethics and Transformation」で、ドイツ政
府の経済アドバイザーの基調講演をはじめとする各種講演や、様々な背景を持つ多国籍の
学生間でのディベートが行われました。
　参加学生からは「量子情報科学やAIの議論が新鮮だった」、「学術的、人的刺激を受け
る貴重な体験だった」と感想が述べられました。

散歩で立ち寄ってくれた地域の方やこすもす保育園の園児
たち

環境サークル Song Of Earth － 図書館前の池をきれいに
　夏休み終盤の9月25日（水）、東山キャンパスの中央図書館前にある池の清掃作業を
行いました。これは、キャンパスを心地よく、また、勉学や研究に取り組める清潔な
環境にしたいというSong Of Earthメンバーの発案に対し、名大学生チームNUSA
や附属図書館の教職員をはじめとする方々に賛同いただき、実施に至ったものです。
　当日は、ポンプで水をくみ上げて池の水位を下げた後、Song Of EarthやNUSA
に所属する学生を中心に、ボランティアや業者等の協力の下、池に生息している300
匹以上の魚類を捕獲、集計し、池の底にたまった汚れをバキュームカーで処理すると
いう大がかりな作業を行いました。その結果、清掃前には池の表面をびっしり覆って
いた藻や汚れ等が一掃され、魚が泳ぐ姿をはっきりと見ることができるようになりま
した。また、この清掃にあわせ、NUSAが図書館前の広場の活用方法や愛称をアンケー
トで募集したところ、学生から予想以上に多くの声が寄せられています。
　Song Of Earthでは、学内外の方々の協力を得つつ、今後も池の清掃を定期的に続
けるとともに、大学の美化活動全般についても精力的に取り組んでいきます。

設立記念式典での記念撮影

一般社団法人GaN コンソーシアム設立記念式典を開催
　10月21日（月）、一般社団法人GaNコンソーシアム設立記念式典を理学南
館坂田・平田ホールで開催し、43機関116名が参加しました。本コンソーシ
アムは、Society 5.0 の実現のため、GaN（ガリウムナイトライド）研究開
発活動の加速、効率化、技術開発の達成を着実かつ強力に遂行することを通
じて、社会の発展に寄与することを目的に、10月1日付けで一般社団法人と
して設立しました。式典では、内閣府髙原　勇大臣官房審議官（科学技術・
イノベーション担当）、文部科学省千原由幸大臣官房審議官（研究開発局担
当）、経済産業省坂内俊洋産業技術環境局研究開発課産業技術総合研究所室長
の挨拶の後、本コンソーシアム理事の天野　浩未来材料・システム研究所教授、
住友電気工業株式会社の中林隆志部長による特別講演、佐宗章弘代表理事に
よる今後の活動に関する説明を行いました。参加した関係省庁・大学・企業
の代表者の方々から本コンソーシアムへの期待が寄せられ、盛会のうちに終
了しました。

フライブルク旧市街での集合写真

ワークショップ
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学生の元気

名古屋大学特別講義
知られざるスーパースター：
カツベンとわたしたちの“声”

人文学研究科　教授　藤木　秀朗

ームカミングデイ
同日開催イベント

ホ

　10月19日（土）、ホームカミングデイ同日
開催イベントとして「名古屋大学特別講義　知
られざるスーパースター：カツベンとわたした
ちの“声”」を、経済カンファレンスホールで
開催しました。本学と映画会社の東映株式会
社の共催によるもので、『シコふんじゃった。』

（1991年）、『Shall We ダンス?』（1996年）、
『終の信託』（2012年）などの作品で知られ、
新作『カツベン！』の公開が間近に迫っている
映画監督の周防正行氏を招いて行いました。イ
ベントは、人文学研究科の映像学専門の教員に
よる講義や、周防監督への公開インタビュー等
で構成し、なかでも目玉となったのが周防監督
と8名の学生たちによるパネルディスカッショ
ンでした。
　パネルディスカッションのタイトル「カツベ
ンとわたしたちの“声”」は、活動弁士－サイ
レント映画の時代にスクリーンの横にいて映画
の紹介者、ナレーター、声優の役割を果たした
人－の「声」と学生たち（さらにはすべての人
たち）の「声」を掛け合わせたものです。そこ
には、2つの意味合いが込められていました。

ひとつは、下級層出身者が多かった活動弁士た
ちが1900～1910年代に声の話術を通して社
会的存在感を強めたように、「社会人以前」と
見なされがちな学生たちもまた社会の主役であ
り、その声は社会を動かすような大きな力に
なり得るということ。もうひとつは、今回登
壇した8名がG30の3名を含む学部生と大学
院生から構成されていたように、多様な声を大
切にしようということでした。登壇者の学生た
ちは、事前に入念に打ち合わせをした上で、周
防監督の映画作りについて様々な観点から質問
し、それに対して監督も一つ一つ丁寧に答えて
くださったおかげで、会場は大いに盛り上がり
ました。今回のイベントは、来場者の方々にと
ても好評でしたが、それは研究、学び、エンター
テイメントを織り成す教員、映画監督、そして、
学生たちの多様な声の力によるものだと言えま
す。参加者の誰もがそうした多様な声を通じて
活力を得ながら、本学と東映のコラボによる

「特別講義」を堪能したのではないでしょうか。

©2019「カツベン！」製作委員会

映画「カツベン！」公式サイト
https://katsuben-movie.tumblr.com/

※当日の詳報が掲載されています。
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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319 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no319.html

祝 受賞祝 受賞

　8月1日（木）、公益財団法人ソロプチミスト日本財団が2019
年度女性研究者賞を発表し、田川美穂未来材料・システム研究所
准教授が受賞しました。本賞は、同財団の創立30周年を記念し、
さらなる女性の躍進への足掛かりとなる機会を与えることを目的
として創設されたもので、教育、科学技術、医療技術、環境、IT
技術、介護福祉、社会福祉、伝統技術、伝統文化、文学、経済学、
健康、平和などの様々な分野で将来性のある研究をしている有能
な女性に対し、研究費を支援するものです。
　贈呈式は10月9日（水）、京都市の「みやこめっせ」にて執り
行われました。

※ソロプチミスト
　「女性にとって最良のもの」を意味し、ラテン語の「SOROR（sister／woman）」と「OPTIMA（the best）」に由来します。

田川美穂 未来材料・システム研究所准教授が 
2019年度ソロプチミスト日本財団女性研究者賞を受賞！

髙橋雅英 理事・副総長が 
2019年度日本医師会医学賞を受賞！

　9月17日（火）、日本医師会第6回理事会は、2019年度日本医師会医学賞受賞者を発表し、
髙橋雅英理事・副総長（医学系研究科教授）が受賞しました。本賞は、毎年1回、基礎医学・
社会医学・臨床医学を通じ、医学上、重要な業績をあげた者に授与されます。
　授賞式は、11月1日（金）、日本医師会設立記念医学大会の席上で挙行されました。

受賞対象となった研究テーマ

がん遺伝子RETと細胞運動制御因子Girdinの発見と機能に関する研究 髙橋理事・副総長

工学研究科土木工学専攻橋梁長寿命化推進室が
第3回インフラメンテナンス大賞を受賞！

　9月30日（月）、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
国土交通省、防衛省は、第3回インフラメンテナンス大賞を発表
し、工学研究科土木工学専攻橋梁長寿命化推進室が、メンテナン
スを支える活動部門において文部科学大臣賞を受賞しました。
　本賞は、日本国内のインフラのメンテナンスに係る優れた取り
組みや技術開発を表彰し、ベストプラクティスとして広く紹介す
ることにより、日本国内のインフラメンテナンスに関わる事業者、
団体、研究者等の取り組みを促進し、メンテナンス産業の活性化
を図るとともに、インフラメンテナンスの理念の普及を図ること
を目的としています。

受 賞 理 由

大学研修施設（大規模実橋モデル）を活用した『臨床型』の橋梁維持管理技術者育成

表彰式の様子

贈呈式に出席した田川准教授
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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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Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

日蘭共同開発の新型超伝導受信機 
DESHIMAが拓く、電波天文学の新航路

火山噴火メカニズムのリアルタイム把握に道

腫瘍の正しい位置に放射線照射ができているか 
リアルタイムで確認
－粒子線がん治療の現場での応用に期待－

新形式の芳香族化合物の合成に成功！
－芳香族性の概念の拡張－

心血管疾患の細胞治療に係る心筋細胞への 
取り込みメカニズムを解明
－有用な治療法への期待－

安全で安価な白と黒の化合物から色鮮やかな 
顔料を作ることができる

○ 最先端の超伝導技術を駆使して全く新しい仕組
みの電波受信機DESHIMAを開発し、それをチ
リ共和国で運用するアステ望遠鏡に搭載するこ
とにより、天体からの電波信号を検出すること
に成功した

○ DESHIMAは、非常に広い周波数帯域の電波を一度に受信しながら、これ
を分光することができる

○ 今回実証に成功した技術を応用して本格的な電波分光撮像カメラを開発す
ることで、広大な宇宙空間に広がる銀河を高い効率で俯瞰的に観測するこ
とが可能となると期待される

○ 火山から放出された噴煙の中に含まれる水蒸気
の同位体含有率を正確に求める新手法を開発し
た

○ 噴煙の中に含まれる水蒸気の同位体含有率か
ら、それが火山から放出された時の同位体含有率が復元できることが明ら
かになった

○ 今後は噴火時に放出された水蒸気の同位体含有率から、火山の噴火メカニ
ズム（マグマ噴火か水蒸気噴火か）を判別できるようになり、火山内にお
ける流体挙動やその時間変化をリアルタイムで把握できるようになる可能
性がある

○ 患者に入射した粒子線の飛跡を治療
中にモニタリングするために、新し
い放射線画像化検出器を開発し、そ
の装置を用いて物質中に照射した炭素線の飛跡の測定を行った

○ 炭素線の飛跡画像を、高い空間分解能でかつ鮮明な画像で、さらにリアル
タイムで確認することに成功した

○ 開発した装置を用いることにより、実際の臨床治療時に照射する程度の炭
素線粒子数でも画像化できることが分かった

○ 2つの反芳香族化合物を対面させた
状態で連結し、反芳香族シクロファ
ンを合成した

○ 反芳香族シクロファンが芳香族化合物であることを詳細な測定により明ら
かにした

○ 心不全及び急性心筋梗塞に対する新しい治療法
として細胞治療が注目されている

○ 細胞治療源として重要となる間葉系幹細胞は、
心筋保護に関与する可能性がある因子を産生お
よび分泌することが知られているが、それら因
子の心筋細胞への取り込みメカニズムは明らかにされていない

○ 心筋細胞においてクラスリン依存性エンドサイトーシスが、アポトーシス
を阻害するマイクロRNAを含んだ細胞外小胞の取り込みにおいて重要な
役割を果たしていることが明らかになった

○ 食品や化粧品にも利用できる安全で安価な
白と黒の化合物のみを用いることで鮮やか
な顔料を調製できる

○ 同じ素材から様々な異なる色を示す色材を得ることを可能にした
○ 光の三原色を利用した様々な発色も可能になる

大学院理学研究科　田村陽一准教授 大学院環境学研究科
　高橋幸士研究員（当時）　角皆 潤教授　中川書子准教授

大学院医学系研究科　山本誠一教授

大学院工学研究科　野澤 遼大学院生　忍久保 洋教授

大学院医学系研究科 
　竹藤幹人助教　江口駿介客員研究者　室原豊明教授

大学院工学研究科　坂井美紀研究員　竹岡敬和准教授

13NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.319



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

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

食物繊維を使ってカーボンナノチューブの 
精製に成功！
－産業応用に向けた半導体型カーボンナノチューブの安価な分離法の開発－

植物は自分のおかれた環境を細胞レベルで 
記憶する
－植物細胞における記憶の仕組みの解明に道筋－

極めて難治性の腫瘍である神経膠腫に対する 
有望な治療法を発見！
－エピゲノム修飾酵素が神経膠腫形成を導くメカニズムを解明－

膵臓がんの進行を抑制する新種の細胞を発見

○ 安価な水溶性食物繊維であるイソマルトデキ
ストリンを用いて、半導体型カーボンナノ
チューブの精製に成功した

○ 分離した半導体型カーボンナノチューブを
使って作製した薄膜トランジスタが優れた特性を示した

○ 従来法と比べて安価に分離することが可能であり、大型化も容易であるこ
とから産業応用への可能性も大きく、現在企業との共同研究が進行中で
ある

○ 植物が育っている日の長さが、気孔開度に影
響を及ぼしており、シロイヌナズナの場合、
栄養成長を行う短日条件よりも、花成が誘導
され生殖成長を行う長日条件において光によ
る気孔開口が促進されることが明らかとなった

○ さらに、気孔は、長日条件で育っていた情報を少なくとも1週間憶えてい
ることを発見した

○ 神経膠腫を自然発症するMADMマウスモ
デルを使って解析した結果、エピゲノム修
飾酵素EZH2が特定のタイプの神経膠腫の
形成に重要であることが明らかになった

○ MADMマウスにEZH2の阻害剤を与えると腫瘍の増大が抑えられ、ヒト
の同じタイプの腫瘍細胞株もEZH2の阻害剤により増殖が抑えられた

○ ヒト腫瘍細胞とマウスモデルの研究を組み合わせることで、特定のタイプ
の神経膠腫の患者に、EZH2阻害剤が有効である可能性を初めて示した

○ 膵臓がんの進行を抑制する機能を持つ新し
い細胞（がん抑制性線維芽細胞）を発見した

○ がん抑制性線維芽細胞の数や性質の変化
が、膵臓がんの悪性度に影響を与えることを明らかにした

○ がん抑制性線維芽細胞を人為的に増加させると膵臓がんの進行が抑制され
ることを、マウスを用いた実験で示した

○ 膵臓がんの線維芽細胞の性質を人為的に改変することが、新しい治療戦略
になる可能性を明らかにした

物質科学国際研究センター　大町 遼講師
大学院理学研究科　篠原久典教授（当時）
未来材料・システム研究所　大野雄高教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所　木下俊則教授　中道範人特任准教授
大学院理学研究科 
　青木沙也大学院生（当時）　藤 茂雄研究員（当時）　林 優紀研究員

大学院医学系研究科 
　近藤 豊教授　新城恵子助教　夏目敦至准教授　大岡史治助教

大学院医学系研究科　髙橋雅英教授　榎本 篤准教授　藤城光弘教授 
　水谷泰之病院助教　島村徹平教授　三井伸二講師　白木之浩助教 
　宮田卓樹教授　山田 豪講師　山口淳平助教

　本年9月、医学部附属病院のCT検査室及びPET検査室に、病気とたたかう子供たちの心を癒す装飾が完成しました。これは、今号の
表紙を飾った髙橋義行医学系研究科教授が属する小児チームが立ち上げたクラウドファンディングプロジェクト「小さな身体で闘う命。
新生児・小児医療、最前線の現場に光を」の柱の1つである「CT・MRI室の子ども向け装飾に係るプロジェクト」として実現したものです。
　CT検査室は、“森と動物たち”をテーマに、
木々の中にたくさんの動物が顔を出すあたたか
な部屋に、PET検査室は、“海と魚たち”をテー
マに、色とりどりの海の生き物が泳ぎ、水族館
にいるようなさわやかな部屋になりました。髙
橋教授には、プロジェクトに支援してくださっ
た方々への御礼の意味も込め、PET検査室で
撮影に臨んでいただきました。

医学部附属病院 CT 検査室と PET 検査室の装飾が完成

ブレイクタイム

CT検査室 テーマ「森と動物たち」 PET検査室 テーマ「海と魚たち」
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地域歴史文化大学フォーラムin名古屋 
「地域資料保全のあり方を考える」

減災館第28回特別企画展 
「伊勢湾台風から60年 
－あのときの被害・避難・復興の実態に迫る－」

先進科学塾＠名大第24回講座

第19回遺伝子実験施設公開セミナー 
「ゲノムとヒトの健康 
－生命の設計図と人生の設計－」

12月22日（日）
［ワークショップ］
場　　所： 文系共同館1階 

1AB 講義室とその周辺
時　　間：10：00～11：30
定　　員：30名

［シンポジウム］
場　　所：文学部2階237講義室
時　　間：13：00～17：30
定　　員：180名

参 加 費：無料（意見交換会は有料）

9月25日（水）～1月17日（金）
場　　所：減災館2階
時　　間：13：00～16：00
休 館 日： 日・月・祝日・第2第4 

火曜日、12/22～1/6
対　　象：一般
入 場 料：無料

監　　修： 田代　喬 
（減災連携研究センター特任教授）

内　　容： 伊勢湾台風から60年に因んだ特別企画
展（※クラウドファンディング達成を
受け11月13日より展示内容を拡充）

12月19日（木）
場　　所： 理学南館1階 

坂田・平田ホール
時　　間：13：30～16：30
定　　員：100名
対　　象：一般
参 加 費：無料

講演題目：「遺伝統計学で迫る疾患病態解明とゲノム創薬」
講 演 者：岡田随象氏（大阪大学教授）
講演題目：「ゲノム解析を出発点とする精神疾患創薬」
講 演 者：尾崎紀夫（医学系研究科教授）
講演題目：「ゲノム情報の持つ可能性と東北における大規模ゲノムコホート研究」
講 演 者：木下賢吾氏（東北大学教授）

1月11日（土）、12日（日）
場　　所： 理学部 C館2階物理会議室

（C207号室）
時　　間：10：00～16：00
定　　員：各20名
対　　象：中学生以上、一般
参 加 費：500円（実験材料費）

テ ー マ： 「あなたとわたしの命を守る－進化を 
続けるエアバッグ」

講　　師：冨田　守氏（豊田合成株式会社）

［問い合わせ先］ 
未来材料・システム研究所教授　中村光廣　052-789-3532［問い合わせ先］ 名古屋歴史科学研究会　rekikaken@hotmail.com

［問い合わせ先］ 減災連携研究センター　052-789-3468 ［問い合わせ先］ 遺伝子実験施設事務室　052-789-3086

名大ウォッチ

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/index.html

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

6
12

4
11

ミャンマーから先人に思いを馳せる

ピラミッドとリュウグウ
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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

80年前の研究所と実験所 ― 名帝大創立直後の民間寄附 ―
　名大は、1939（昭和14）年4月に名古屋帝国大学とし
て創立して以来、国だけではなく地域その他の人々に
よって支えられてきた大学です。そもそも、その創設
費が愛知県から全額を寄附されたものでした。最も新
しくは、現在、オークマ株式会社の寄附によるオーク
マ工作機械工学館の建設工事が進んでいます。民間か
らの寄附で最も古いものとしては、早くも創立年に次
の2件が見られます。
　1つは、蓼

たて

科
しな

高原気候医学研究所の建物です。1939
年7月7日付で、長野県諏訪郡北山村（現茅

ち

野
の

市）の
敷地に、建坪35坪余りの建物が建設寄附されました。
寄附者は、株式会社野﨑事務所（現ナイカイ塩業株式
会社）社長の野

の

﨑
ざき

丹
に

斐
い

太
た

郎
ろう

です。岡山県出身で、会社
も瀬戸内地方にあり、寄附の経緯は不明です。蓼科研
究所では、医学部衛生学講座が中心となり、高原医学
の本格的研究を行いました。戦後、この建物は宿泊施
設としても使われ、現在は宿泊施設はなくなりました

が、「高原気候医学研究所」の名称は残っています。
　もう1つは、菅

すが

島
しま

臨海実験所の建物です。1939年12
月6日付で、三重県志摩郡菅島村（現鳥羽市）に実験
室と宿舎147坪余りが寄附されました。寄附者は、椙
山女学園の創業者として知られる椙

すぎ

山
やま

正
まさ

弌
かず

です。その
子息椙山正雄は、東京帝大理学部を卒業後、博士号を
取得し、父正弌の望みもあり、郷里の近くで研究する
場所を探していました。1939年3月に名古屋医科大学

（名帝大医学部の前身）の研究嘱託となり、実験所の
設置に奔走しました。
　海産生物の研究を行う菅島臨海実験所は、1942年4
月に理学部附属施設となりました。椙山正雄はここの
助教授となり、戦後は長く教授として所長を務め、生
物学以外の分野や他大学にも広く門戸を開いて研究・
教育を行いました。現在は、大学院理学研究科附属臨
海実験所となっています。

1　�野﨑丹斐太郎（1892－1976）。京都帝大卒業後、家業の製塩業を継ぎ、工程の近代化
を進めて日本有数の製塩会社に発展させた（写真提供：ナイカイ塩業株式会社）。

2　�椙山正弌（1879－1964）。この当時、すでに裁縫女学校、高等女学校、女子専門学校、
女子商業学校を設立していた（写真提供：椙山女学園歴史文化館）。

3　�椙山正雄（1908－1993）。ウニの受精研究で著名。名大を定年退官後、椙山女学園理
事長を務めた（写真提供：椙山女学園歴史文化館）。

4　�1941年頃の蓼科高原気候医学研究所。
5　�菅島臨海実験所の開所式を報じる大阪朝日新聞（名古屋本社版、1939年12月18日付）。
椙山正雄の顔写真が掲載されている。

1

4

5

2 3
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