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　名古屋大学レクチャー2014「科学技
術は何処へ行くのか」が、2月1日

（土）、豊田講堂において開催されまし
た。
　本レクチャーは、本学が主催する重
要な講演会の1つであり今回で9回目
の開催となります。分野を問わず、世
界的に著名な研究者の講演を広く一般
市民に公開し、世界トップレベルの

「知」に触れてもらうために行われる
ものです。
　今回の講演者は、2001年ノーベル化
学賞や文化勲章等の栄誉にも浴されて
いる、理化学研究所理事長の野依良治
特別教授でした。野依特別教授は、「研
究は瑞々しく、単純明快に」を研究
モットーに、「研究に対する飽くなき
探究心と不屈の精神」によって、世界
中の研究者が諦めていくなか、世界に
先駆けて「BINAP（バイナップ）」と
いう左右の物質を作り分けることので
きる触媒の配位子を完成させました。
現在では、工業製品を作り出す際に、
さまざまなところで野依特別教授の技
術が用いられています。
　当日は、濵口総長のあいさつにはじ
まり、野依特別教授が、「科学技術は
何処へ行くのか」と題し、これまでの
研究生活を振り返りながら、グローバ
ル化の中、日本がリードし国際的に貢

献すべき挑戦的な課
題や、今後、日本人
が果たすべき役割や
位 置 づ け、 と り わ
け、若者が目指すべ
き道や活動の拠り所
について講演しまし
た。最後に、「自ら
の文化に誇りを持ちながら、多様な価
値を持つ多国籍集団のリーダーになっ
てほしい」と若い世代にエールを送り
ました。
　次いで、本学で最も栄誉ある「名古
屋大学レクチャラー」の称号授与式並
びに表彰楯の贈呈式が挙行され、総長
から野依特別教授に「聖人が現れ、平
和で学問が尊重される世の中になる前
兆」とされる「麒麟」をモチーフにデ
ザインされた名古屋大学レクチャー
シップの表彰楯が贈呈されました。
　引き続き、杉山　直高等研究院副院
長の司会のもと、野依特別教授と高校
生・大学生等の若者とのパネル討論会
を行いました。研究者が持つべき姿勢
や科学立国の意味等について、討論を
行い、貧困からの脱却や資源の枯渇
等、21世紀の問題の根本的解決には、

「女性、若手、外国人」の力が不可欠
であるとの意見が寄せられました。そ
の後、安藤高等研究院長による閉会の

あいさつがあり、大盛況のうちにレク
チャーは終了となりました。
　レクチャー終了後、世界的に有名な
ピアニストの渡邊健二東京芸術大学
理事を迎え、「名古屋大学レクチャー
2014　特別記念ピアノ演奏会」が行わ
れました。演奏に先立ち、枝川明敬東
京芸術大学教授の司会のもと、「芸術
と科学」と題して、総長、渡邊理事、
安藤高等研究院長による談話会が行わ
れました。その後、渡邊理事により、
ベートーヴェン、ショパン及びリスト
の曲が披露され、透明な音色と聴く人
を圧倒する演奏で聴衆を魅了しまし
た。
　今回は、本学教職員、一般市民等
1,000名以上の参加があり、熱気溢れ
る講演会となりました。参加者から
は、「大変感銘を受けた」等の感想が
多数寄せられ、大変有意義なものとな
りました。
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　平成25年度「赤﨑賞」表彰式が、2月4日（火）、本
部1号館第2会議室において挙行されました。同賞は、
赤﨑　勇特別教授から京都賞受賞記念として本学に寄贈
いただいた寄附金をもとに、本学の若手研究者に対して、

「学」を中心とした産学官連携を通じた研究開発の重要性
と、科学の発展と社会に多大な貢献をされてきた赤﨑特別
教授の偉業を広く伝えることを目的として、平成22年度に
設けられた顕彰制度で、今年で第4回目となります。
　本賞では、本学に在籍する当該年度の4月1日時点で35
歳以下の学生及び研究者の中から、学術・科学技術分野で
将来的な発展や可能性が期待でき、本学の学術・科学技術
水準の高さを内外に知らしめることができる研究を行って
いる方を対象としており、昨年9月から募集を始め、産学
官連携推進本部長らを委員とした赤﨑特別顕彰審査委員
会で厳正な審査を行いました。今年度は10件の応募があ
り、厳正な選考の結果、新津葵一工学研究科講師並びに
瀬川泰知理学研究科特任准教授が選ばれました。
　新津講師の研究テーマは「低消費エネルギーヘルスケア
エレクトロニクスの実現に向けた超高分解能時間分解能型

回路システムの先駆的開発」で、糖尿病の予防・治療など
への応用に向けた低消費エネルギー血糖センサーの実現の
ための超高分解能時間分解能型半導体集積回路システムを
提案し、その有用性を実証したことが評価されました。
　瀬川特任准教授の研究テーマは「ナノカーボンのボトム
アップ合成研究」で、カーボンナノチューブやグラフェン
の部分構造となる有機化合物の合成に成功し、それらを用
いたナノカーボン精密合成の実現可能性を示したことが評
価されました。
　表彰式では、濵口総長のあいさつの後、赤﨑特別顕彰審
査委員会委員長である松尾副総長から受賞者の発表と講評
があり、次いで、赤﨑特別教授から受賞者に正賞の表彰状
と、副賞の賞金50万円が贈呈されました。
　受賞者からは、自分たちの研究が、本学の学術研究のさ
らなる向上の一端を担うことにより、赤﨑特別教授のよう
な功績に少しでも近づけるよう努力を重ねたい旨、受賞の
喜びと赤﨑特別教授に対する尊敬の念を込めた謝辞があり
ました。
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　あいちサイエンスコミュニケーション・セミナーが2月
8日（土）、ジュンク堂書店ロフト名古屋店において開催さ
れました。このセミナーは、あいちサイエンスコミュニ
ケーションネットワーク実行委員が主催しており、今回は
学術研究・産学官連携推進本部あいちサイエンスフェス
ティバル事務局が担当として行われました。

　当日は、学術研究・産学官連携推進本部地域連携情報発
信グループリーダーである武田　穰教授による、各種イベ
ント等の活動計画を立てる際のポイントや予算獲得のため
の注意点などのレクチャー、落合洋文名古屋文理大学基礎
教育センター長による、サイエンスイベントの告知文と開
催報告を書くコツの伝授など2つの講義が行われました。
　このセミナーは、本学が平成23年度より科学技術振興機
構から受託している科学技術コミュニケーション推進事業

「あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク
の構築」により3カ年度にわたって実施してきました。毎
年10月に愛知県全域で開催してきた地域科学祭「あいちサ
イエンスフェスティバル」の年間活動として、サイエンス
カフェの実践能力を持った市民サイエンスボランティアを
育成するために愛知県内各所で開講しました。ネットワー
ク18機関の連携により今年度は100コマ以上を提供してお
り、3月下旬まで開講されます。受講者たちのサークルも
誕生し、自主企画を実施しているほか、あいちサイエンス
フェスティバル行事の運営に参加するなどネットワークの
輪が大きく広がっています。

　博士課程教育リーディングプログラム「PhD プロフェッ
ショナル登龍門（PhD 登龍門）」の平成25年度シンポジウ
ム「社会にはばたく博士人材の育成－イギリスの実践と日
本の取り組み－」が、1月23日（木）、愛知芸術文化センター
において開催されました。
　本シンポジウムでは、博士人材の育成の実践的先進事

例として注目される英国の「トランスファーラブル・
スキルズ・トレーニング」から、PhD 登龍門をはじめ
とする日本の博士課程教育リーディングプログラムはど
のような示唆を得ることができるかを検討するために、
ジョン・ターナー エジンバラ大学学術能力開発研究所所
長をブリティッシュ・カウンシルの協力により招へいしま
した。
　第1部「博士人材の育成に関する先進事例の検討」では、
ターナー所長から英国のトランスファーラブル・スキルズ・
トレーニングの経験及びシンポジウムに先立って PhD 登
龍門の履修生や学内関係者を対象に実施した試行ワーク
ショップを踏まえた提言がありました。第2部「名古屋
大学 PhD 登龍門の活動と展望」では、コーディネータの
杉山　直理学研究科教授から PhD 登龍門の活動と展望に
ついて報告があり、履修生がモンゴルで実施した初年次研
修の成果について報告を行い、フロアーとの討論を行いま
した。
　今後、プログラムの一環としてトランスファーラブル・
スキルズ・トレーニングを導入するためにエジンバラ大学
との協力を強化していく予定です。
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　平成26年度名古屋大学入学試験（前期日程）が、2月25
日（火）、26日（水）及び27日（木）の3日間、東山地区、大幸
地区及び鶴舞地区の試験場で実施され、合計1,728名の募
集人員に対し4,728名の出願がありました。
　試験当日は厳しい冷えこみの中、朝早くから経済学部前
や図書館前のグリーンベルト周辺に受験者が集まり、出身

校の教師等から注意事項や激励を受け、試験本番に備えて
いました。また、受験票を手に試験会場を確認している受
験者に対し、試験会場への行き方を説明している職員の姿
があちらこちらで見られました。
　1日目は、午前10時から外国語の試験が全学部において
一斉に始まり、4,416名の受験者が試験問題に取り組みま
した。外国語の時間には、濵口総長が各試験場を訪れ、試
験場主任や試験場本部の教職員を激励しました。午後に
は、理科、地理歴史、小論文の試験が行われ、1日目の試
験が終了しました。
　2日目には、午前10時から数学の試験が、午後には国語
の試験が行われ、午後3時55分にすべての試験が終了し、
試験を終えた受験者はお互いに試験問題について話し合う
などして、家路につきました。27日の3日目は、鶴舞地区
で医学部医学科の面接試験が行われました。
　また、後期日程試験は、3月12日（水）に鶴舞地区で医学
部医学科の面接試験が行われます。

　平成25年度後期 B 人セミナーが、10月19日（土）から2
月1日（土）の間、開催されました。Ｂ人セミナーとは、社
会貢献人材育成本部ビジネス人材育成センターが開催して
いるセミナーであり、大学院生やポストドクターなどの若
手研究者を対象としたものです。産業界でもアカデミック
ポジションでも広く活躍するために必要な内容を、前期・

後期2ターム制で主に土曜日に開講しており、後期は計7
回開催されました。スキルアップというよりは、情報を得
て視野を広げることを目的とし、産業界の現場で活躍して
いる人を講師として迎え、講師の生の声で自身の業界や、
社会で必要なスキル等について講義を行いました。
　今年度後期セミナーの参加者は延べ132人であり、これ
まで6年間では、延べ2,029人が参加しました。今回は自
己評価、英語でのコミュニケーション・自己アピール、プ
レゼンテーション研修、サイエンスコミュニケーション、
バイオ業界、食品のヒト臨床試験業界、弁理士業界、食品
業界、URA 等の研修を行いました。参加者からは、セミ
ナーの受講をきっかけに、新たな進路を見つけた、講師か
ら活力を得た、自身のビジョンが明確になり次の行動に結
びついたなど、キャリア開拓の一助となったという声が聞
かれました。参加者にとって、研究分野の中だけでは聴く
ことのできない話も多く、良い刺激となりました。
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　第43回経営協議会が、2月13日（木）、鶴舞地区の鶴友会
館において開催されました。
　会議では、濵口総長からあいさつの後、人事関係諸制度
の見直し、平成25年度業務達成基準適用事業、中期目標・
中期計画の変更について、総長、各担当理事及び副総長か
ら説明が行われ、審議の結果、了承されました。

　次いで、平成26年度予算、平成26年度名古屋大学若手育
成プログラム（YLC）の採択結果、平成24年度会計検査
院決算検査報告、脳とこころの研究センターの設置、ナ
ショナルコンポジットセンターの設置、学術研究・産学官
連携推進本部の設置、名古屋大学基金、公正研究、海外キャ
ンパスについて報告が行われました。
　外部委員の方々からは、人事関係諸制度の見直し、海外
キャンパスについての意見交換が行われ、貴重な意見が寄
せられました。

　独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）との技術交
流会が、2月5日（水）に環境総合館1階レクチャーホール
において開催されました。
　この技術交流会は、産総研との連携・協力協定に基づく
活動の一環として、平成19年に連携・協力協定が締結され
てから今回で通算13回目の開催になります。参加者は、産

総研・本学関係者併せて38名にのぼりました。
　開催にあたり、鳥山素弘産業技術総合研究所中部セン
ター所長から開会あいさつがあり、続いて今年度に実施し
た共同調査研究5件について経過報告が行われました。
　本学と産総研の研究者がペアを組んで行う共同調査研究
も開始から7年目を迎えており、内容も充実し活発な質疑
応答が行われました。
　技術交流会後の懇親会では、松尾副総長による乾杯の発
声後、発表会だけでは時間が足りなかった参加者の間で熱
心な意見交換が行われ、盛況の内に閉会しました。
　得意分野の技術・研究を互いに補完しながら、両機関間
の共同研究等における連携強化及び人的交流の活発化が期
待される技術交流会となりました。
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　放射性物質の崩壊現象の年代測定への利用は早
くから着目され、さまざまな放射性同位体を用い
る年代測定法が開発・改良されてきました。例え
ば、放射性炭素（14C；半減期5730年）を用いる
方法は、 14C の放射能の強さを測る方法（β線計
測）から14C 原子を直接数える方法（加速器質量
分析）へと進化して測定に用いる炭素量が従来の
千分の一の1mg 程度ですむことになり、様々な
種類の試料の年代測定が可能になりました。さら
に今日では、試料の14C 年代から暦年代への換算
が可能となり、古文書などでは歴史上の成立年代
と比較できます。 ところが、この14C 年代から暦
年代への換算において、現行の換算法を日本産試
料へ適用するうえで大きな問題が浮かびあがって
おり目下検討を進めているところです。
　14C は宇宙線の作用により地球大気中で形成さ
れます。形成された14C は酸化されて二酸化炭素

（14CO2）となり、大気中の二酸化炭素とよく混合
して14C 濃度（12C、 13C に対する14C の割合）が一
様になったあと、光合成、食物連鎖により生物体
内に移行します。崩壊により減少する14C の個数
と生成される個数はほぼ釣り合っており、地球上
の14C の個数は時間的に変動しません。このため、
炭素が試料に固定され閉鎖系に入る際の初期14C
濃度はほぼ一定であり、試料中に現在残存してい
る14C 濃度と試料が炭素固定を行ってからの経過
時間（年代）との関係は放射性崩壊に基づき指数
関数で表されます。しかし実際には、地球に入射
する宇宙線の強度は刻刻と変化しています。その
経年変動は初期14C 濃度を変化させるため、14C 年
代と暦年代は一対一に対応しません。そこで14C
年代の暦年較正が必要となります。
　考古学・古文化財試料では、歴史上の成立年

代（暦年代）が不明なときは14C 年代測定を行い
ます。では、14C 年代から暦年代をどのようにし
て知ることができるのでしょうか。図1は、樹木
年輪年代とその年輪の14C 年代の関係の一部を図
示したものです。これが、全世界的に14C 年代を
暦年代へ換算する際に使われている“14C 年代-暦
年代較正曲線（IntCal09/SHCal04）”の一部です。
IntCal09は北半球の、SHCal04は南半球の陸上動
植物の14C 年代についての較正データです。図1
からわかるように、14C 年代は、暦年代と一対一
に対応するわけではなく、複数の暦年代と対応す
る場合もあります。14C 年代は西暦1950年から遡
る年数で BP （before present）を付けて示される
規則になっていますが、例えば1670BP は、西暦
280年（1950－1670=280）には対応しません。図1
を用いて、14C 年代と較正曲線の交点から暦年代
が推定されます。 
　日本産試料について得られた14C 年代は、IntCal09
を用いて正確な暦年代を求めることが可能なので
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図１　�IntCal09および SHCal04暦年代較正データの西暦１～
1950年の変動と14C 年代1670BP の暦年較正の例
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日本の考古・古文化財試料の放射性炭素年代から
暦年代への較正に向けて

中村　俊夫　年代測定総合研究センター教授



しょうか。この問いに答え
るために当センターのタン
デトロン加速器質量分析計
を用いて、日本産樹木年輪
の14C 年代測定を実施して
きました。その結果を図2
に示します。奈良県室生寺
のスギ材、鹿児島県屋久
島産の2本の屋久杉から分
取された700 個を超える年
輪について高精度の14C 年
代測定を行いました。日
本産樹木年輪の14C 年代を
IntCal09、 SHCal04と 比 較
すると、測定された暦年
代のほぼ全区間に亘って、
日本産年輪の14C 年代は、
IntCal09の14C 年代より古
く、一方 SHCal04の14C 年
代よりも新しくなっていま
す。このような我々の結果
は、日本産試料の14C 年代
を IntCal09で較正すると、
実際よりも平均して20～30
年古い暦年代が得られることを示しています。 
　この日本産樹木と IntCal09の14C 年代のずれの
原因については、以下のように考えられます。太
陽活動が100年程度のサイクルで活発化したり、
衰弱することが明らかになっています。太陽活動
が活発になると、太平洋西岸に位置する日本は太
平洋高気圧に覆われ南半球の大気流入の影響を受
けることになります。図1からわかるように、南
半球（SHCal04）では北半球（IntCal09）に比べ

て14C 年代が古い（40～60年）。従って南半球の大
気の影響をある程度受けて育った日本産試料は北
半球産の一般的な試料に比べて古い14C 年代を示
すことになります。
　日本産試料について、14C 年代測定により正確
な暦年代を求めるために、IntCal09や SHCal04
に匹敵するような日本産試料専用の較正データ

「J-Cal」を早急に構築するべく励んでおります。
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図２　�日本産樹木年輪の14C 年代と IntCal09および SHCal04との比較
　　　�（A）AD1617～1739及びAD1790～1860、（B）AD1413～1715、（C）AD589～1072、（D）AD72～382
　　　�図中のたて棒は日本産年輪試料の14C 年代の誤差範囲を示します（±20～±30�14C 年）

福岡県出身。1980年広島大学大学院理学研究科博士課程単位取得退
学、名古屋大学アイソトープ総合研究センター教務職員、名古屋大
学年代測定資料研究センター助教授、教授を経て、2000年４月名古
屋大学年代測定総合研究センター教授。専門は、加速器質量分析に
よる放射性炭素年代測定の高精度化とその応用研究。年代測定試料
採集のために、バイカル湖、モンゴルのフブスグル湖、クック諸島、
ニュージーランド、チベット高原、白頭山、鬱陵島などを調査。趣
味は、園芸と東海地方近郊のハイキング。

なかむら　としお　



　わが国では災害、事件・事故後の心理的支援へ
の関心は1995年の阪神淡路大震災以後、「こころ
のケア」ということばの普及と共に広がってきま
した。2000年代初頭にかけて、学校を現場として
児童生徒を巻き込む悲惨な事件が続いたこともあ
り、事後の心理的支援に各地の臨床心理士会が学
校・教育委員会から要請を受けて関与する事例が
徐々に蓄積されていきました。しかしながら、実
際にどのような支援プログラムが行われ、効果を
挙げているかについては事例研究が散見されるに
留まっています。
　一方、2001年の池田小学校事件等を契機に学校
の危機予防への関心も高まり、企業の危機管理の
アプローチを援用した議論がなされていますが、
事後対応との関連で論じられることは殆どないの
が実情です。また、学校における児童生徒を対象
とした「こころの健康教育」～ストレス対処能力
を高めたり、コミュニケーション能力を育成した
りする教育～の実施は、児童生徒の人間関係能力
の低下が種々の問題行動の背景にあるという認識
とともに徐々に広がりつつありますが、危機予防
の文脈で行われることは少ないという実態があり
ます。
　一昨年の大津いじめ自殺事件の発覚以降、これ
まで以上に学校における危機予防・対応の重要性
が認識されるようになってきた今日、不幸にも生
じてしまった危機事案の事後対応の過程で明らか
になった学校や地域の問題やシステムの不備を予
防・準備体制の再構築に生かすとともに、今後遭
遇する可能性のある危機によりうまく対処できる
よう、児童生徒のスキルアップを図るプログラム
開発と導入につなぐ「包括的学校危機予防・対応
モデル」の生成が求められています。

　このような問題意識から、私たちは、予防（予
防教育の実施）、準備（危機対応体制の確立・訓
練）、対応（危機対応プログラムの実施）、評価・
フォローアップ（効果検証と長期的支援）のサイ
クルに即した種々の研究を行い、学校危機の未然
予防から事後対応を体系的に行える体制整備を目
指しています。
　これまでのところ、実際に学校危機に遭遇した
教師の調査結果から、事案の特性や教師の立場に
よる直後の反応や対処方法の違いが明らかになり
つつあり、より実態に即した支援の在り方への示
唆が得られています。また、学校危機の背景に児
童の自尊感情の低さや社会的スキルの乏しさが
あったことが明らかになり、そこに焦点を当てた
心理教育プログラムを開発・継続実施した結果、
ねらいに沿った効果が持続することが示されてい
ます。他に、特定の危機に特化した予防プログラ
ムとして、自殺予防や心の減災プログラムの開
発、試行実施を行っています。
　ここでは、近い将来に遭遇する可能性が高い巨
大地震に備えて、「名古屋大学こころの減災研究
会 」http://kokoro-gensai.educa.nagoya-u.ac.jp の
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包括的学校危機予防・対応モデルの生成と 
実施体制の構築に関する研究

窪田　由紀　大学院教育発達科学研究科教授



取り組みを紹介します。心の減災教育のプログラ
ム開発は、東日本大震災後の児童生徒の反応や事
後の心理的支援に関する知見に基づいて行いまし

た。（尚、本研究は2012年度、2013年度名古屋大
学地域貢献事業の助成を受けています）
　学校現場の協力を得て授業を行った結果、プロ
グラムで実施した「呼吸法によって落ち着けたと
いう実感」が「災害時に冷静に避難できるという
自信」に影響を与え、間接的に心の健康に効果を
もたらすことが示唆されました。今年度は引き続
き、長期に亘る被災生活における心身の反応の理
解、その中で自他信頼、協力の重要性を実感する
プログラム開発と試行実施を行っています。
　生じた危機への対応-回復の過程で明らかに
なった知見を予防-準備に活かす PDCA サイクル
に基づく包括的学校危機予防対応モデルの生成と
実施体制の構築には、学校・教育行政はもとより
家庭、地域や種々の民間団体との緊密な連携・協
働が欠かせません。いじめ対策推進基本法や自殺
総合対策大綱といった国レベルの動きとも連動し

た形で、未来の日本を担う子
どもたちのよりよい学校環境
の保障に取り組んで行きたい
と思っています。
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心の減災教育プログラム開発・試行実施

心の減災教育プログラム実施状況

教育発達科学研究科
福岡市出身
九州大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士後期課程単位取得
後退学。北九州市立デイケアセンター臨床心理士、九州国際大学、
九州産業大学教授を経て2011年より現職。
臨床心理士　博士（学術）
平成15年度～22年度　北九州市教育委員
平成21年度より、文部科学省児童生徒の自殺予防に関する調査研
究協力者会議委員
専門　�臨床コミュニティ心理学
　　　主として学校危機の予防・対応システムの構築と効果検証
趣味　�桜をめでること（春限定）　銀杏を拾うこと（秋限定）　
　　　お節料理を作ること（年末限定）
　　　パンダグッズを集めること（季節不問）　

くぼた　ゆき



　会話という活動に従事するとき、私たちは相手
の発話に対し、言葉を返したり、笑ったり、頷い
たり、首を振ったりします。私たちのそのような
行動は、私たちが相手の発話をどのように理解
し、受け止めたかを、その相手に示すものです。
相手はそこから、自分の発話が正確に理解された
のか、或いはされなかったのかを知ることがで
き、それによってまた次に何を言うべきか、何を
すべきかを決めることができます。会話とは、そ
のように、互いへの理解と反応の示し合いの積み
重ねによって進行していくものといえます。
　私は、実際の会話場面のビデオデータを微細に
観察する「会話分析」や「相互行為のミクロ分析」
とよばれる手法を用い、会話における言語や身体
行動（身振り、視線、顔の表情、姿勢、等）を研
究しています。近頃、ビデオカメラ等の撮影機器
の発展とともに、言語だけでなく身体にも注目し
た研究が広がり、コミュニケーションにおいて身
体が果たす役割が大きく見直されています。
　従来、身振りは単に話し手の心理状態が表出し
たものや、言語を補助する程度のものであると捉
えられてきました。しかしながら、最近の研究
で、身振りは言語で表現されない、私たちの「理
解」や反応をも可視化し、会話の進行を助ける資
源ともなることが明らかになっています。例を挙
げてみましょう。たとえば、映像の作成を目的に、
撮影したいシーン設定やキャラクターの動きにつ

いて、話し手たちが身振りを用いて提案を行う場
面。そこでは、一人が産出した身振りに類似した
動きが他の話し手たちによって何度も繰り返し使
用されるのが観察されました（図1、2）。その
繰り返しの形と産出のタイミングを分析すると、
身振りが「言語による描写の補助」以上のことを
していることが見えてきました。ことばだけを見
ると、話し手たちが次々と独立した提案をしてい
るように思われたのが、身振りを見ると、実は話
し手たちが互いの提案を利用して次の提案を行っ
ていることが浮かび上がってきたのです。類似し
た身振りの動きの繰り返しがしていたことは、他
者の提案を理解したことを示すのみならず、その
一部を受け入れ、それに追加する提案をしたり、
他者の提案に修正を加えたり、複数の提案の部分
部分をつなぎ合わせたりしていることを互いに示
し合うことでした。身振りは、視覚的情報の描写
を助けるだけでなく、ことばでは表現されない、
他者のしたことへの理解や反応を同時に含むこと
をも可能にしていたのです。
　私たちの「理解」や反応は、このように私たち
の様々な身体行動に表われ、次の話し手に引き継
がれていきます。「何が言われたか」だけでなく、
同時にどのような身体行動が生み出されたか、ど
のような活動においてか、直前に何が起こったか、
それら全てに着目して初めて、私たちのコミュニ
ケーションの仕組みは紐解かれていくのです。
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図１　�身振りによって、話し手は聞き手の目の前で映像を描写す
ることができる。一度生み出された身振りは、その場にお
いて、特定の意味を持つ「記号」となり、その場にいる話
し手たちによって繰り返し用いられることが可能となる。

図２　�前の話し手によって提案されたキャラクターの動きのど
の部分がどのように次の話し手に理解され、その提案の
中でどのように引き継がれているのかが、話し手たちの
類似した手の動きからうかがえる。
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　大学院法学研究科は、2月1日（土）、2日（日）の両日、
文系総合館カンファレンスホールにおいて、「紛争処理と
調停のための制度設計」についての国際会議を開催しまし
た。この国際会議は、「博士課程教育リーディング大学院
プログラム」と「卓越した研究拠点形成プログラム」の成
果を公開するためのものであり、国内外から約80名の参加

がありました。
　はじめに、濵口総長の開会あいさつがあり、続いて
松坂浩史文部科学省大臣官房総務課法令審議室長が祝辞を
述べました。その後、会議に先立ち、世界銀行グローバル
フォーラム日本コンソーシアム設立式典を挙行しました。
式典では、佐藤安信東京大学教授と小山田英治東京大学教
授、市橋副総長がスピーチを行い、その後、ハッサン・
シッセ世界銀行法務部副総裁が、来賓として祝辞を述べま
した。
　引き続き、ディビッド・トルーベック アメリカ ウィス
コンシン大学名誉教授が基調講演を行い、1日目には、「卓
越」プログラムによって海外派遣された大学院生が組織し
た3つのセッションを行いました。
　2日目では、リーディング大学院第1期生による共同研
究発表など2つのセッションを行い、全てのセッション
で、大学院生が研究の成果を披露し、参加者から高い評価
を受けました。最後に、ヤコブ・トーフィング デンマー
ク ロスキレ大学教授が講演し、閉会となりました。

　大学院法学研究科は、2月10日（月）、CALE フォーラ
ムにおいて、A.K.P. モクタン ASEAN 事務次長による講
演会を開催しました。当日は法学部の学生だけではなく、
様々な学部・研究科から、50名を超える参加がありました。
　講演会では、「ASEAN Community Building and Post-
2015 ASEAN」と題して、来年の ASEAN 共同体構想及び

ASEAN 共同体を構成する3つの共同体（安全保障共同体、
経済共同体、社会・文化共同体）について、ASEAN 本部
やASEAN加盟各国の取り組みが具体的に説明されました。
　また、ASEAN 加盟諸国が有する民族、宗教、文化、言
語などの多様性・重層性を ASEAN 独自の「強み」と捉
える一方で、共同体形成には、その複雑さが課題や困難を
生じさせている点にも言及しました。さらに、共同体構想
に向けては、加盟各国における国内法制度の整備や国民へ
の説明の遅れ、加盟諸国が抱える格差や貧困等、未だに多
くの課題があることを指摘し、来年の共同体設立のみに目
を向けるのではなく、それ以降の長期的な構想を立てるこ
とが重要だと強調しました。
　参加者からは、ASEAN 共同体構想に向けて教育面でど
のような取り組みが行われるのか、EU に見るような共同
体構想を ASEAN が目指しているのか等、多数の質問が
寄せられ、モクタン事務次長は一つひとつの質問に丁寧に
回答しました。今回の招へいをきっかけに、今後、ますま
す本学と ASEAN の関係を深め、全学的な学生交流や研究
協力等の活動展開・促進を図っていきたいと考えています。
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「紛争処理と調停のための制度設計」についての国際会議を開催
●大学院法学研究科

ASEAN 事務次長モクタン氏による講演会を開催
●大学院法学研究科



　大学院工学研究科は、12月6日（金）から2月8日（土）
の間、各務原市産業文化センター、ES 総合館等において、
公開講座「航空機開発グローバルプロジェクトリーダー教
育の展開」を開催しました。この公開講座は、経済産業省
中部経済産業局の平成25年度地域企業立地促進等補助事業
の採択を得て開催したもので、計5日間行われました。

　講座では、本学の社会人・学生混合教育講座「航空機
開発グローバルプロジェクトリーダー養成講座（GPL 講
座）」の成果を学内にとどまらず、東海地区航空機関連企
業へ公開し、広く啓蒙活動を展開することを目的とし、
GPL 講座の成果を継承しつつ、教材再整備と新たな体系
化を行った上で、航空機関連の専門家を講師として招きま
した。主に「展開講座概要」、「航空機開発 CATIA イン
フラ改革」、「国内航空機産業の現状と課題」、「航空機ビジ
ネス」、「プロジェクト管理」、「航空機型式証明等の認証へ
の対応」、「航空機製造技術」「Education and Training for 
International Communication」「International Business」、

「産業クラスターへの具体的展開」の10項目について講義
が行われ、講座テキストを出席者全員へ配布することで、
最新情報を公開しました。
　両会場で延べ430名の参加があり、アンケート回答では
非常に高い評価を受けました。

　大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センターは、
1月30日（木）、野依記念学術交流館カンファレンスホール
において、第28回国際学術シンポジウム「アベノミクスで
日本経済は復活するか」を経済学部同窓会キタン会との
共催により開催しました。当日は、鮎京理事及び木村経
済学研究科長のあいさつの後、宮尾龍蔵日本銀行政策委

員会審議委員による「最近のわが国の経済・物価情勢」、
ホ・チャンゴク忠南大学経済学部教授による「アベノミク
スと北東アジアの隣国」、福田慎一東京大学大学院経済学
研究科教授による「アベノミクスと日本経済：異次元の政
策は何をもたらしたか」と題した4つの講演が行われまし
た。講演を通して、非伝統的な金融政策の効果は持続せず、
構造改革を急いで進める必要性があることや、日中韓の相
互依存性が深化しており、アベノミクスによる日本経済の
成長は、韓国や中国などの近隣諸国にとっても好ましいこ
と、今後の課題や注目点などが指摘されました。
　最後に、家森同センター長が各報告の概要をまとめ、講
演会は終了しました。当日は、約150名の参加があり、ア
ベノミクスによって日本経済がどのような道を歩んでいく
のかをともに考える良い機会となりました。今後も引き続
きこうした講演会を開催することで、市民の皆さんの期待
に応えていきたいと考えています。
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公開講座「航空機開発グローバルプロジェクトリーダー教育の展開」を開催
●大学院工学研究科

第28回国際学術シンポジウムを開催
●大学院経済学研究科



　大学院国際言語文化研究科は、1月20日（月）、全学教育
棟において、応用言語学講座公開講演会を開催しました。
この講座は定期的に応用言語学の最先端の研究者を招き、
大学院生、教員、一般市民の方々を対象に開催しています。
今年度は研究科教育研究プロジェクト経費「若手研究者育
成のための応用言語学第一線研究者 オーサービジットプ

ログラム」により、7月と11月に公開講演会を開催しまし
た。
　今回は、若手研究者で、擬音語・擬態語（オノマトペ）
の言語学的研究で新たな地平を切り開きつつある秋田喜美
大阪大学講師による、「オノマトペの認知言語学：擬音語
の意味拡張に対する非類像性制約」と題した講演が行われ
ました。日本語はオノマトペが豊富な言語と言われてお
り、研究も多く行われてきました。秋田講師は、日・韓・中・
英語のオノマトペを対象に、従来の言語学的なアプローチ
に加えて、認知心理学、認知言語学、言語類型論・対照言
語学などを複合した観点からオノマトペの意味拡張を分析
しました。その上で、「とりわけ高い類像性（形式と意味
の類似性）を持つ擬音語は意味拡張ができない」という興
味深い仮説を提案しました。
　当日は多くの参加者から、質問やコメントが多数寄せら
れ、秋田講師はその一つひとつに真摯に答えていました。
また、大学院生に対して研究のアドバイスもあり、熱心か
つ和やかな雰囲気の講演会となりました。

　エコトピア科学研究所は、1月24日（金）、大同大学滝春
キャンパス A 棟本館において、第7回パワーテクノプロ
ムナードを開催しました。この催しは、今後の電力システ
ムの及びその礎となる電力技術、人材育成のあるべき方向
性について、各界の有識者によるパネルディスカッション
を通して議論していくことを目的としています。今回は、

これまでに議論してきた、次世代電力システム・機器の技
術課題及び電気工学分野の人材育成双方の視点をまとめ、
日本の未来を担う技術者を育てる施策について考える場と
して、本学だけでなく、大同大学、中部電力、三菱電機か
らパネリストを招き開催しました。
　まず、コーディネータである花井正広エコトピア科学研
究所教授による田中同研究所長の代読あいさつの後、前半
では、電気技術の重要性をどのようにアピールし、電気技
術者、特に女性の技術者をいかに増やしていくかについて
議論がされました。後半では、前回までの議論をもとに、
求められる技術者像、そのような人材を育成する方法や、
そのための企業、教育機関の連携のありかたについて議論
がされました。
　当日は、学生、教員、企業など多数の参加があり、パネ
リストだけでなく、会場の参加者からも多くの議論が交わ
されました。今回の議論により、初等教育から高等教育ま
での様々なタイミングでの課題が整理されました。それぞ
れの立場において課題が共有されたことで、今後の人材育
成に大きく寄与することが期待されます。
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応用言語学講座公開講演会を開催
●大学院国際言語文化研究科

第７回パワーテクノプロムナードを開催
●エコトピア科学研究所



　年代測定総合研究センターは、1月28日（火）、29日（水）
の両日、環境総合館レクチャーホールにおいて、第26回年
代測定総合研究センターシンポジウムを開催しました。
　同センターは、学内外を問わず、地球誕生から現代にい
たる年代範囲をカバーする年代学研究、放射性炭素14ト
レーサーを用いる環境動態に関する共同研究に貢献してい

ます。
　シンポジウムでは、同センターの年代測定設備に関する
今年度の現状と利用の概観のあと、本学のほか、東北大学、
北海道大学、愛知教育大学、龍谷大学、福岡大学、金城学
院大学、産業総合研究所などの研究者や学生による共同利
用の成果として、環境学、地質学、考古学、文化財科学、
人類学などの分野に関する口頭発表、ポスター発表が行わ
れました。
　また、塚本敏夫元興寺文化財研究所研究部室長はエジプ
ト西方砂漠ハルガオアシスにあるアル・ザヤーン神殿遺跡
の保存調査について、西田　巌佐賀市教育委員会主査は、
佐賀市内にある縄文時代の東名遺跡を中心に、縄文時代早
期末の環境と文化について、外田智千国立極地研究所准教
授はこれまで携わってきた南極の地質調査と岩石・鉱物
試料のウラン - 鉛年代測定の成果について講演を行いまし
た。また、特別セッション「炭素14で見た古文書・古筆切
の世界」において、増田　孝愛知文教大学長が古文書の真
贋鑑定における料紙の年代測定に係わる諸問題について特
別講演を行いました。

　附属図書館医学部分館は、9月25日（水）から1月31日
（金）までの間、展示会「愛知医学校長 後藤新平－『大風呂
敷』と呼ばれた男の名古屋時代－」を開催しました。この
催しは、弱冠24歳で名大医学部の前身である愛知医学校の
校長となった後藤新平氏の足跡をたどったものです。
　壮大な発想から「大風呂敷」と呼ばれた政治家 後藤新平

氏（1857－1929）は、岩手県に生まれ、福島県の須賀川医
学校を卒業した医師であり明治9年、愛知県公立病院（医
学部附属病院の前身）の3等医となり、その後、6カ国語
に通じて語学の天才と言われた医師司馬凌海やオースト
リア人医師ローレツらの指導を受け、衛生行政の専門家と
なっていきます。
　展示会では、愛知県内の医師を組織した私立衛生会「愛
衆社」の規則集、海水浴の医学的効果に注目し応用症や浴
法を記した「大野海水浴法一班」、後藤氏が考案した桃（疫
病を駆逐）と蛤（火傷に効能）をあしらった卒業証書、愛
知県公立病院及び医学校の平面図、後藤氏の若々しい写真
など名古屋時代の資料を展示しました。また、主著『国家
衛生原理』や、後年の官僚・政治家としての活躍を示す絵
葉書、関東大震災後に内務大臣兼帝都復興院総裁として尽
力した後藤氏の演説「帝都復興とは何ぞや」、テレビドラ
マ『大風呂敷』の脚本、さらに後藤氏の生涯と現代に繋が
る功績を紹介したテレビ番組の DVD は館内で視聴でき、
多彩な展示品は多くの来館者の関心を集めました。
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第26回年代測定総合研究センターシンポジウムを開催
●年代測定総合研究センター

展示会「愛知医学校長 後藤新平」を開催
●附属図書館医学部分館



　博物館は、11月5日（火）から1月30日（木）までの間、第
28回企画展「『氷壁』を越えて－ナイロンザイル事件と石
岡繁雄の生涯－」を開催しました。この企画展では、名古
屋帝国大学出身で一時は本学の職員でもあった石岡繁雄氏
の生涯を紹介しました。山と人を愛し「バッカス」の名で
慕われた石岡氏は、冬山を登攀

はん

中に亡くなった弟の死の原

因を追求し、仲間とともに約20年間、ナイロンザイルの弱
点を訴え続けました。石岡氏の執念は事件を乗り越え、登
山道具や介護用機器の開発にまで及びました。安全を目指
して闘い続け、小説『氷壁』の題材にもなった石岡氏の生
涯を、本学に寄贈・寄託された資料とともに辿りました。
　今回の企画展はメディアなどで何度も紹介され、今まで
当館を知らなかった方も多数来館し、とくに登山愛好家の
関心を集め、土曜日などにはハイキング姿で見学される方
も沢山見受けられました。
　展示ではナイロンザイル事件という、日本の安全学上非
常に重要な事柄を扱ったため、その内容を正しく理解して
もらうことが大切でした。石岡氏の関係者による監修の支
援や、展示期間中の解説ボランティア等の協力もあり、来
館者の中には何度も繰り返し訪れては熱心に展示を勉強さ
れる方もいました。3度行われた特別講演会も、来聴者が
会場に入りきらないほどの盛況ぶりでした。

　博物館は、同館友の会ボタニカルアートサークルの協力
を得て、2月4日（火）から2月15日（土）の間、「ボタニカ
ルアート作品展」を開催しました。
　平成19年より、同サークルは東海林富子先生の指導の
下、ボタニカルアート（植物細密画）に挑戦しています。
　今回の展示は主に今年度に描いた植物画の紹介で、観察

園や大学構内の植物や菌類（キノコ）が中心でした。特に
2月12日（水）に行った関連イベント「ボタニカルアートの
書き方」では東海林先生が実際にツバキの葉の絵を描きな
がら、ボタニカルアートの技法を解説する企画で、画家の
企業秘密と言えるところまで明らかにした貴重なものでし
た。
　参加者からは、「また開催してほしい」、「今度は花弁の
書き方が知りたい」、「植物画を描く上で知りたいことが、
手に取るようにわかった」など多くの声が寄せられ、10日
間で延べ1,010名の来館者がありました。
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企画展「『氷壁』を越えて－ナイロンザイル事件と石岡繁雄の生涯－」を開催
●博物館

ボタニカルアート作品展を開催
●博物館



　博物館は、2月15日（土）、同館展示室において博物
館コンサート「博物館が JAZZY になる」を開催しまし
た。53回目を迎えたこのコンサートは「ナムコ（Nagoya 
University Museum Concert）」（名古屋大学博物館に芸術
の夢が来る）の愛称で多くの方に親しまれています。
　今回は、本学軽音楽部エーデルレーテ・ジャズオーケス

トラ OB の長谷川智則さん（サックス）が名古屋市内を中
心にライブハウス等で活躍するミュージシャンや軽音楽部
OB・OG に呼びかけて結成したバンドの演奏が行われま
した。
　演奏は、「聖者の行進」から始まり、「浜辺の歌」、「リン
ゴの木の下で」、「ノルウェーの森」、「はすの花」など、博
物館ではこの期間、「ボタニカルアート作品展」を開催し
ていたこともあり、植物にちなんだ曲が多く取り入れられ
た11曲のラインナップでした。響きのよい吹き抜けの展示
室で、ジャズの軽快なリズムやボサノバの魅惑的な音に沸
いたコンサートは約240名の聴衆を魅了し、鳴りやまぬ拍
手の中に終わりました。
　今後、フルート＆ハープコンサート（9月17日（水））、
フォルクローレコンサート（12月20日（土））を予定してお
ります。

　シンクロトロン光研究センターは、1月17日（金）、野依
記念学術交流館カンファレンスホールにおいて、第3回シ
ンクロトロン光研究センターシンポジウムを開催しました。
　同センターは、昨年3月より供用が開始された愛知県

「知の拠点」の「あいちシンクロトロン光センター」にお
いて、光源、ビームライン基本設計の段階から現在のユー

ザ利用支援に至る協力を行っています。シンポジウムで
は、馬場嘉信同センター長、國枝理事、松下工学研究科長
からあいさつがあり、続いて学内の5名の利用者から利用
事例と今後の応用研究に向けた期待として、これまでの研
究成果についての講演及びセンタースタッフからの光源加
速器、既設ビームラインの現状に関する紹介と新たに整備
中のタンパク質単結晶構造解析を中心とした X 線回折用
ビームライン BL2S1の概要説明が行われました。その後、
名古屋大学放射光利用者懇談会から学内ユーザに対し、あ
いちシンクロトロン光センターの利用支援実施状況につい
ての説明が行われました。
　当日は学内外から75名にのぼる参加者が集まり、関心と
期待の高さがうかがえるシンポジウムとなりました。今後
は光源加速器の調整、ビームラインの新設及び既設ビーム
ラインの強化とともに、学内の潜在ユーザへの協力などを
進めていく予定です。
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第53回博物館コンサートを開催
●博物館

第３回シンクロトロン光研究センターシンポジウムを開催
●シンクロトロン光研究センター



　重要文化財馬場家住宅研究センターは、1月21日（火）、
ES 総合館レクチャーホールにおいて、「平成25年度重要文
化財馬場家住宅研究センター研究交流会～有形遺産の魅力
～」を開催しました。同センター外の教員・学生、一般市
民も含めた28名が参加しました。また、1月20日（月）か
ら24日（金）の間、ES 総合館エントランスホールにおいて、

松本市立博物館の協力により「学都松本 松本まるごと博
物館紹介」の展示を行いました。
　この研究交流会・展示は、同センターと松本市教育委員
会との間での覚書に基づき、松本・中信を対象とした総合
的地域研究のため、学術研究情報の共有と研究者間の交流
を目的としたものです。今年度は、建築や景観など視覚的
に把握できる遺産の魅力をテーマとしました。
　まず、堀田典裕工学研究科助教が「近代松本をめぐる鳥
瞰図について：山岳都市とその風景」と題して発表し、鳥
瞰図を示しながら、名古屋との比較を通じ「山水都市」と
して松本を捉え直しました。次に、栁澤孝夫書肆秋櫻舎主
人が、「近代絵葉書・地図からみた松本の魅力」と題し、
数千点の収集品の中から松本について視覚的に紹介しまし
た。
　発表後、窪田雅之松本市立博物館長、同センター教員、
会場の参加者を交えた意見交換が行われました。窪田館長
から、松本の有形遺産をとりまく現況が報告され、有形遺
産へのまなざしの変化などについて議論がされました。

　減災連携研究センターは、1月20日（月）、環境総合館レ
クチャーホールにおいて第97回防災アカデミーを開催しま
した。今回は、牛山素行静岡大学防災総合センター教授に
より「地域を知り、災害を知る」と題した講演が行われ、
91名の参加者がありました。
　まず、牛山教授から近年約10年間の我が国の風水害によ

る死者の分析結果の紹介がされ、土砂災害による死者は屋
内で死亡するケースが多いものの、河川災害や洪水災害は
屋外での死者のほうが多く、戸外への避難が万能の解決策
ではないことが説明されました。また、水害による被害軽
減に全国一律の普遍的な対策はなく、「流れる水には近寄
らない」という原則を理解しつつ、地域ごとに災害イメー
ジを想像し、それに対する準備をする必要があると話しま
した。
　また、避難勧告・避難指示は「危険な場所から立ち退い
て身の安全をはかる」という意味の情報であり、必ずしも

「避難所に行く」という情報ではないこと、「避難勧告が出
ていないからまだ安全」、「避難勧告が出ていないから避難
できない」という誤解を持っている人が少なからずいるこ
とを強調しました。講演の最後には牛山教授から、様々な
知恵を持った人が集まり地域の素因を知ること、災害の種
類によって避難は様々であり画一的に考えてはいけないこ
と、災害情報を活用して各自で考える必要があることの3
点が紹介されました。会場では講演内容を踏まえ、活発な
質疑応答が行われました。
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●重要文化財馬場家住宅研究センター

第97回防災アカデミーを開催
●減災連携研究センター



記事 月日 新聞等名

1 ものづくりの行方㊤：IT 化　異業種バトル　産業構造の変革も　森川高行環境学研究科教授は「IT 化で（自動車）産
業のすそ野は一段と広がりそうだ」と語る

� 1.16（木） 読売

2 防災の知恵：がれき　消防の行く手阻む　「津波火災」避難計画を　廣井　悠減災連携研究センター准教授は「南海トラ
フ巨大地震でも津波火災は想定され、その危険性を考えた避難計画を策定する必要がある」と語る

� 1.16（木） 読売

3 現代日本誤百科（922）：いろいろな「状況を忖度する」町田　健文学研究科教授 � 1.16（木） 中日（朝刊）

4 法学研究科長に神保文夫同教授を選出 � 1.16（木） 中日（朝刊）

5 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「次世代へのメッセージ」開催：２月22日　野依良治本学特別教授が講演 � 1.16（木） 読売

6 読売新聞講座開催：15日　読売新聞政治部記者が本学の留学生約30人に英語で講義 � 1.16（木） 読売

7 日経ビジネスイノベーションフォーラム「日本経済を活性化させるM&A」開催：２月20日　丹羽宇一郎本学名誉博
士が講演

� 1.16（木） 日経（朝刊）

8 中嶋哲彦教育発達科学研究科教授は文部科学省が教授会の役割の制限を検討していることについて「予算など経営
的な事項を制限すれば、研究なども阻害され学問の自由が失われかねない」と語る

� 1.17（金） 毎日（朝刊）

9 来年からはセンター試験の出題範囲が切り替わるため現役合格が優先され本学など東海地区の国公立大学の志望者
が前年と比べ減少していることが河合塾の調査で分かった

� 1.17（金） 中日（朝刊）

10 朝日カルチャーセンター講座「チベット仏教入門～歴史と思想」：谷口富士夫本学非常勤講師 � 1.17（金） 朝日（朝刊）

11 知と学びのサミット「個性が育むサイエンス -ノーベル賞受賞者が語る」開催：9月23日　益川敏英本学特別教授と
下村　脩同特別教授が講演

� 1.17（金） 朝日（夕刊）

12 地域発企業発：留学生数の多い大学トップ10に本学が入る � 1.18（土） 朝日（朝刊）

13 本学や南山大学、中京大学の男子学生が結成したチアリーディングチーム「名古屋スパイダーズ」が取り上げられ、
キャプテンを務める立野雄也さん本学３年生は「一期生の自分たちは将来、レジェンドになるはず」と語る

� 1.18（土） 中日（夕刊）

14 逆風満帆㊦：自分の心に忠実に生きる　丹羽宇一郎本学名誉博士 � 1.18（土） 朝日（朝刊）

15 ドナルド・マクドナルド・ハウス　なごや開設記念シンポジウム開催：12月15日　小島勢二医学系研究科教授が講演 � 1.18（土） 朝日（朝刊）

16 本学などのグループが製作した来年打ち上げ予定の天文観測衛星「ASTRO-H」に搭載する世界最高感度のエックス
線観測装置が完成

� 1.18（土） 中日（朝刊）

17 平成26年度大学入試センター試験の本学の様子が取り上げられる � 1.18（土）

� 1.19（日）

毎日（夕刊）
他２社
読売
他２社

18 震災・五輪が影響「リケジョ」人気　センター試験に56万人　本学で受験をした生徒の様子 � 1.19（日） 朝日（朝刊）

19 名古屋大学は世界で活躍できる人材を育てています � 1.19（日） 日経（朝刊）

20 現代日本誤百科（923）：「終身雇用」町田　健文学研究科教授 � 1.20（月） 中日（朝刊）

21 本学や防衛医科大学校などのチームは遺伝子 ABCG2に変異があると腎臓の機能に異常が生じ高尿酸血症を発症す
るリスクが高まることを突き止めた

� 1.21（火） 中日（朝刊）
日経（夕刊）

22 のよりサロン：「科学者の使命」研究に加え教育や経済と連携　野依良治本学特別教授が本学学生と議論を交わす � 1.21（火） 中日（朝刊）

23 現代日本誤百科（924）：「二安打でマルチ安打」町田　健文学研究科教授 � 1.21（火） 中日（朝刊）

24 旬の人　時の人：民間の活力再生に挑む経団連次期会長　榊原定征氏本学卒業生 � 1.21（火） 日経（朝刊）

25 名古屋大学「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム � 1.21（火） 中日（朝刊）

26 紙つぶて：大学教員という仕事　杉山　直理学研究科教授 � 1.21（火） 中日（夕刊）

27 映画「ゲノムハザード　ある天才科学者の５日間」原作者司城志朗氏本学卒業生が映画化された同作品について語る � 1.21（火）
� 1.24（金）

中日（夕刊）
朝日（夕刊）

28 中村光廣エコトピア科学研究所教授はミュー粒子を用いた透視技術で特殊なフィルム上の画像を高速で読み取る装
置を開発

� 1.22（水） 日刊工業

29 現代日本誤百科（925）：「失敗を見かねて愛想を尽かす」町田　健文学研究科教授 � 1.22（水） 中日（朝刊）

30 博物館長に大路樹生同教授を選出 � 1.22（水） 中日（朝刊）

31 内田　良教育発達科学研究科准教授の調査で柔道によって後遺症が残った事故は09年度までに275件に上ることが
分かり社会問題化する中で、日本脳神経外傷学会が医療従事者を対象にした初のガイドラインをまとめた

� 1.22（水） 毎日（夕刊）

32 愛知学長懇話会が22日に開かれ濵口総長や愛知県知事大村秀章氏、名古屋市長河村たかし氏などが出席 � 1.23（木） 読売

33 現代日本誤百科（926）：「岩と同様の強度」がある　町田　健文学研究科教授 � 1.23（木） 中日（朝刊）

34 読売新聞講座開催：22日　読売新聞の元メディア局長が本学の留学生約20人に英語で講義 � 1.23（木） 読売

35 武藤俊介エコトピア科学研究所教授の研究グループは鉄のナノ結晶体の定量測定に成功 � 1.24（金） 日刊工業

36 第41回名大カフェ “Science,　and　Me”　「どうして『もの』」はくっつくか？－接着の科学をひもとくー」開催：29日 � 1.24（金） 毎日（朝刊）
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37 須磨紫乃さん医学系研究科博士課程の研究グループは抜けてしまった歯が多い人ほど肺炎にかかり死亡する危険性
が高いことを突き止めた

� 1.25（土） 朝日（朝刊）

38 ものづくりの行方　インタビュー編㊦：カーシェアで「次世代」普及　森川高行環境学研究科教授 � 1.25（土） 読売

39 本学の学食に2005年からハラールフードのメニューが導入されていることが取り上げられる � 1.25（土） 毎日（夕刊）

40 本学で昨年行われた米国発のプレぜーテンションイベント「TEDx　NagoyaU」が取り上げられ、実行委員長の山口　涼
さん工学部３年生が「社会人と学生の考えのギャップや、文系と理系の隔たりを埋めるきっかけにしてほしい」と
語る

� 1.25（土） 中日（朝刊）

41 近藤ひろ子減災連携研究センター技術補佐員が中心となり防災ソングを制作し収録した CDを無料で配布 � 1.26（日） 中日（朝刊）

42 国際舞台に飛躍できる人材を育成　名古屋大学 � 1.26（日） 毎日（朝刊）

43 片山直美本学非常勤講師が明治時代に旧尾張藩士らが開拓した北海道八雲町と名古屋市に住む人の味覚や嗅覚を比
較し調査

� 1.27（月） 中日（朝刊）

44 現代日本誤百科（927）：このコースの「難解なグリーン」町田　健文学研究科教授 � 1.27（月） 中日（朝刊）

45 大学は変われるか－コストの通信簿②：渡辺理事は本学の国際化について「出費は想像以上に膨らみ、実際は補助
金の２倍かかった」と語る

� 1.28（火） 日経（朝刊）

46 いまドキッ！大学生：馬術部がある中部地方の大学で本学が取り上げられる � 1.28（火） 中日（朝刊）

47 豊橋技術科学大学　榊プロデュース第31回プレステージレクチャーズ「混迷の世界とアジア、日本の進路」開催：
30日　丹羽宇一郎本学特別博士が講演

� 1.28（火） 日刊工業

48 ひと：経団連会長に就く東レ株式会社会長榊原定征氏本学卒業生 � 1.28（火） 朝日（朝刊）

49 経済団体連合会次期会長の東レ株式会社会長榊原定征氏本学卒業生が会見 � 1.28（火） 朝日（朝刊）
他２社

50 顔：6月に経団連の会長に就任する東レ株式会社会長榊原定征氏本学卒業生 � 1.28（火） 読売

51 紙つぶて：理系とクラシック音楽　杉山　直理学研究科教授 � 1.28（火） 中日（夕刊）

52 現代日本誤百科（928）：「本件は一件落着」した　町田　健文学研究科教授 � 1.29（水） 中日（朝刊）

53 大学は変われるか－コストの通信簿③　国立、研究力に赤信号　野依良治本学特別教授は「今は科学技術が経済利益
に直結し、研究が商業化する『知識資本社会』の時代だ」と語る

� 1.29（水） 日経（朝刊）

54 叙位叙勲：従四位瑞宝小綬章　川瀬茂実本学名誉教授 � 1.29（水） 読売

55 追い風に乗る日本企業：三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社シニアエコノミスト内田俊宏氏本学博士課
程修了

� 1.29（水） 日経（朝刊）

56 第466回中日懇話会開催：29日　濵口総長が「名古屋大学の目指す人材育成　ノーベル賞級学者を生んだ学風」と題
して講演

� 1.30（木） 中日（朝刊）

57 本学と河合塾が協力し本学の研究や学校生活を紹介する講習会を河合塾で開始することについて濵口総長は「研究
の魅力をアピールするとともに受験生の気持ちを理解し、今後の大学改革に生かしたい」と語る

� 1.30（木） 日経（朝刊）
中日（朝刊）

58 現代日本誤百科（929）：「この言葉を覚え込んで」ほしい　町田　健文学研究科教授 � 1.30（木） 中日（朝刊）

59 医学部は睡眠障害の病気の解明や新薬開発などを目指し研究講座を開設 � 1.30（木） 中日（夕刊）

60 本学の推薦入試・AO入試の実施状況が取り上げられる � 1.31（金） 朝日（朝刊）

61 第8回「わかしゃち奨励賞」優秀賞：原　光生工学研究科助教、田中宏昌同研究員、横山欣也さん本学大学院生 � 1.31（金） 中日（朝刊）

62 日本経済団体連合会次期会長榊原定征氏本学卒業生が会見し STAP 細胞の作製に成功した研究成果について「非常
にすばらしい成果だ」と語る

� 1.31（金） 日経（朝刊）
他２社

63 平成26年度名古屋大学一般入学試験出願状況　本学は倍率0.6倍と出足が前年よりやや鈍い � 2.� 1（土） 毎日（朝刊）
読売

64 名古屋大学レクチャー2014公開講演会「科学技術は何処へ行くのか～野依博士から次代を担うものたちへ～」開
催：１日　野依良治本学特別教授は「科学技術は国民の信頼があってこそ。科学者には、謙虚に人類の存続に貢献す
る姿勢が必要だ」と語る

� 2.� 2（日） 中日（朝刊）

65 本学の女性研究者養成プログラムが取り上げられ濵口総長は「伸びしろが大きいのは女性。男性の陰で隠れていた
才能を大いに発揮してほしい」と語る

� 2.� 2（日） 中日（朝刊）

66 病院の実力：頭頸部がん　医学部附属病院の実績が取り上げられる � 2.� 2（日） 読売

67 主張：サービスロボで新市場　山田陽滋工学研究科教授 � 2.� 3（月） 日刊工業

68 現代日本誤百科（930）：「ちなみに、他のサイズありますか」町田　健文学研究科教授 � 2.� 3（月） 中日（朝刊）

69 高校生 News：大学受験の体験談語る　夢抱き作戦たて突破　益川敏英本学特別教授 � 2.� 4（火） 中日（朝刊）

70 福和伸夫減災連携研究センター教授は名古屋市が発表した南海トラフ巨大地震の被害想定を受け「逃げるための態
勢作りを住民一人ひとりが普段から考えることが大切だ」と語る

� 2.� 4（火） 読売
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71 山岡耕春環境学研究科教授は名古屋市が発表した南海トラフ巨大地震の被害想定を受け「地震発生と同時に避難す
る覚悟が必要だ」と語り、川﨑浩司工学研究科准教授は「住民は自分の住む地域の危険性を認識し、避難に役立て
る必要がある」と語る

� 2.� 4（火） 中日（朝刊）

72 2014東日本大震災から三年の教訓を考えるシンポジウム開催：３月１日　福和伸夫減災連携研究センター教授と
廣井　悠同准教授が講演

� 2.� 4（火）
� 2.10（月）

日経（朝刊）
日経（夕刊）

73 現代日本誤百科（931）：「借金が減額する」　町田　健文学研究科教授 � 2.� 4（火） 中日（朝刊）

74 元東邦ガス株式会社社長故清水定彦氏本学卒業生のお別れ会：24日 � 2.� 4（火） 日経（朝刊）

75 紙つぶて：赤き星ベテルギウス　杉山　直理学研究科教授 � 2.� 4（火） 中日（夕刊）

76 研究現場発：有機薄膜デバイスのスピン計測　黒田新一工学研究科教授 � 2.� 4（木） 中部経済新聞

77 荘司長三理学研究科准教授は緑膿菌が分泌する鉄獲得タンパク質の標的誤認識を利用する緑膿菌の増殖阻害人工タ
ンパク質を開発

� 2.� 5（水） 読売
他３社

78 名大リケジョ、菌と闘う　　緑膿菌の増殖抑制に関わる研究で実験を担う白瀧千夏子さん理学研究科博士課程 � 2.� 5（水） 中日（朝刊）

79 現代日本誤百科（932）：特殊な「あごの構造を進化させた」町田　健文学研究科教授 � 2.� 5（水） 中日（朝刊）

80 平成25年度第４回地球教室－親子対象フィールドセミナー「鉱物をさがそう！」開催：22、23日 � 2.� 5（水） 読売

81 中村英樹工学研究科教授などのグループは歩行者が横断歩道を渡っているのを運転手に知らせるシステムを開発 � 2.� 6（木） 中日（朝刊）
日刊工業

82 現代日本誤百科（933）：「事故があったのと川を挟んだ対岸」町田　健文学研究科教授 � 2.� 6（木） 中日（朝刊）

83 平成26年度名古屋大学一般入学試験出願状況 � 2.� 6（木） 中日（朝刊）

84 らいふプラス：脳動脈瘤　リスク説明重視　未破裂脳動脈瘤治療の実力病院　医学部附属病院の実績が紹介される � 2.� 6（木） 日経（夕刊）

85 第５回中部の未来を考える会開催：４日　林　良嗣環境学研究科教授が討論会のコーディネーターを務める � 2.� 7（金） 中日（朝刊）

86 第４回腎臓から考える健康ライフセミナー開催：３月16日　松尾清一医学系研究科教授が講演、丸山彰一同准教授
がコーディネーターを務める

� 2.� 8（土） 朝日（朝刊）

87 成人気管支喘息患者相談会：20日　医学部附属病院外来診察棟２階 � 2.� 8（土） 朝日（朝刊）

88 渡邊誠一郎環境学研究科教授は12月に打ち上げる「はやぶさ２」について「私たちがやろうとしているのは『小惑
星からの科学』です」と語る

� 2.� 9（日） 毎日（朝刊）

89 福和伸夫減災連携研究センター教授は津波避難路・階段の整備について「住民が災害対策を自分たちの問題ととら
え、主導して議論をすすめる必要がある」と語る

� 2.� 9（日） 読売

90 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「次世代へのメッセージ」開催：8日　益川敏英本学特別教授が講演 � 2.� 9（日） 読売

91 現代日本誤百科（934）：悪人の「教唆にだまされる」町田　健文学研究科教授 � 2.10（月） 中日（朝刊）

92 未来を拓く大学46: 名古屋文理大学長景山　節氏本学卒業生 � 2.10（月） 読売

93 現代日本誤百科（935）：「なかなか歌っている」町田　健文学研究科教授 � 2.11（火） 中日（朝刊）

94 いまドキッ！大学生：広がるGPA導入　近田政博高等教育研究センター准教授によるGPAが導入された背景につい
てが引用される

� 2.11（火） 中日（朝刊）

95 法政国際教育協力研究センター特別講演会「ASEAN　Community　building　and　POST-2015　ASEAN」開催：10日　
東南アジア諸国連合モクタン事務次長が講演

� 2.11（火） 中日（朝刊）

96 現代日本誤百科（936）：「にわかに信じがたい」町田　健文学研究科教授 � 2.12（水） 中日（朝刊）

97 サイエンスカフェ「脳血管テーラーメイド　シミュレーターの最前線」開催：18日 � 2.13（木） 中日（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

2月12日（水）～5月30日（金）
場　　所：附属図書館医学部分館
　　　　　２階入口ホール
時　　間：�9：00～20：00（平日）�

（3/24～31の平日は9：00～17：00）、�
13：00～17：00（土曜日）

休 館 日：日・祝日、3/22（土）、3/29（土）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館医学部分館　052-744-2505

附属図書館医学部分館第6回ミニ展示会 
「戦争と大学－1931～1945官立名古屋医科大学・ 

名古屋帝国大学－」
内　　容：�医学部史料室に所蔵する史料の中から、名古屋空襲により甚大

な被害も受けた戦争の時代の官立名古屋医科大学・名古屋帝国
大学における研究・教育・医療についての史料、写真等を展示

3月4日（火）～7月12日（土）
場　　所：博物館特別展示室
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18回博物館特別展 
「人類史上画期的な石器－名大のアフリカ考古学と 

南山大の旧石器コレクション－」
［関連講演会］
4月5日（土）、5月17日（土）
場　　所：博物館３階講義室
時　　間：14：00～15：30
講演題目：「名古屋大学のアフリカ考古学調査」（4/5）
講 演 者：加藤安信氏（大同大学大同高等学校長）
講演題目：「南山大学人類学博物館マリンガー・コレクションの石器資料」（5/17）
講 演 者：川合　剛氏（名古屋市博物館学芸員）
対　　象：一般
参 加 費：無料

3月17日（月）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：9：00～16：30
定　　員：80名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
環境学研究科
附属地震火山研究センター
助教　伊藤武男　052-789-3038

環境学研究科附属地震火山研究センター 
年次報告会
内　　容：研究成果発表、ポスター発表

3月19日（水）
場　　所：�医学部保健学科本館２階�

第１講義室
時　　間：17：30～19：30
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博士課程教育リーディングプログラム「ウェル
ビーイング inアジア」実現のための女性リー
ダー育成プログラム事務室
well-b@met.nagoya-u.ac.jp

博士課程教育リーディングプログラム 
「ウェルビーイング in アジア」実現のための 

女性リーダー育成プログラム公開特別講演会
テ ー マ：「国際機関で働く」
講 演 者：�堤　敦朗氏（国連大学国際グローバルヘルス研究所�

コーディネーター）、
　　　　　�井筒　節氏（世界銀行東アジア大洋州地域総局�

東京開発ラーニングセンターコーディネーター）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

3月21日（金）
場　　所：理学南館１階
　　　　　坂田・平田ホール、他
時　　間：15：00～17：00
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
学術研究・産学官連携推進本部
研究員　戸次真一郎　052-747-6791

名古屋大学オープンレクチャー2014
内　　容：�少人数の講義スタイルで、大学や研究者、最先端研究が身近に

感じられるよう研究をわかりやすく紹介

3月22日（土）
場　　所：�西尾市岩瀬文庫地階研修ホール�

（西尾市亀沢町）
時　　間：9：30～16：20
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
助教　伊藤信博　052-789-5282

国際言語文化研究科 
教育研究プロジェクトシンポジウム 

「絵ものがたりの世界－異類・異界・異形－」

3月24日（月）、4月11日（金）
場　　所：減災館１階減災ホール
時　　間：18：00～19：30
定　　員：100名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
減災連携研究センター　052-789-3468

第99回、第100回防災アカデミー
講演題目：「東北地方太平洋沖地震を何故予見できなかったのか？」
講 演 者：松澤　暢氏（東北大学教授）
内　　容：自然災害科学、固体地球惑星物理学関連（3/24）
講 演 者：河田惠昭氏（関西大学教授）
内　　容：河川工学、自然災害学関連（4/11）

3月24日（月）
場　　所：理学南館１階坂田・平田ホール
時　　間：10：00～18：00
定　　員：300名
対　　象：脳神経研究を志す学生、研究者
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
理学研究科　
教授　上川内あづさ　052-789-2903

第1回神経回路国際シンポジウム
テ ー マ：�「神経回路による情報処理を読み解く��

–Decoding�principle�of�neural�circuits�using�model�animals–」
講 演 者：�鍋倉淳一氏（自然科学研究機構生理学研究所教授）、�

酒井邦嘉氏（東京大学教授）、�
石井　信氏（京都大学教授）、他

内　　容：�線虫、ショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ、マウスなどのモ
デル動物を用いて神経回路の情報処理の基本原理を研究する
第一線の研究者を招き、討論する

3月24日（月）
第6回
　場　所：農学部講義棟１階第７講義室
　時　間：10：30～12：00
第７回
　場　所：野依記念学術交流館１階
　時　間：14：00～16：00
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
第6回　農学国際教育協力研究センター�　
　　　　准教授　伊藤香純　052-789-4599
第７回　生物機能開発利用研究センター　
　　　　教授　芦苅基行　052-789-5202

農学国際教育協力研究センター 
2013年度第6回、第7回 
オープンセミナー
［第6回］
講演題目：�「人口の変化、社会経済条件と土壌浸食の�

関係：ケニアのニャンド地方の事例」
講 演 者：�ステラ・ミカリサ・ムコヴィ（農学国際教

育協力研究センター外国人研究員）
［第７回］
テ ー マ：「基礎研究 X�国際協力」
講演題目：「遺伝子を利用したイネの改良チャレンジプロジェクト－WISH－」
講 演 者：�芦苅基行（生物機能開発利用研究センター教授）
講演題目：「イネと研究者を育てて、アフリカの食糧不足を解消する」
講 演 者：槇原大悟（農学国際教育協力研究センター准教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

4月14日（月）
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
農学国際教育協力研究センター
教授　浅沼修一　052-789-4232

農学国際教育協力研究センター 
2014年度第1回オープンセミナー
講演題目：�「東南アジアにおける気候変動に対応した�

天水稲作版意思決定支援システムの開発」
講 演 者：�林　慶一氏（国際農林水産業研究センター�

生産環境・畜産領域副プロジェクトリーダー）

4月15日（火）、16日（水）
場　　所：教育学部
時　　間：19：00～20：30

［問い合わせ先］
発達心理精神科学教育研究センター
052-789-2658

発達心理精神科学教育研究センター 
公開レクチャー
講演題目：「モンゴル国の概要と教育制度」（4/15）
　　　　　「モンゴル国の特別支援教育と今後の課題」（4/16）
講 演 者：ダンディ・オドゲレル氏
　　　　　（モンゴル国立教育大学講師）
内　　容：講義は英語で行い、日本語訳の講義要旨を配布。
　　　　　質疑応答は日本語。

4月25日（金）
場　　所：減災館１階減災ホール
時　　間：13：00～17：30
定　　員：100名
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
減災連携研究センター　052-789-3468

東海圏減災研究コンソーシアム　六大学シンポジウム
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239号（2013年４月）�
平成24年度卒業式

242号（2013年７月）�
第54回名大祭「後夜祭」の様子

240号（2013年５月）�
平成25年度入学式での部活・サークルへの
勧誘の様子

243号（2013年8月）�
第67回名古屋大学・大阪大学対抗競技大会
（ハンドボール部）の試合の様子

241号（2013年6月）�
春季新留学生懇談会で懇談する総長と留学生

244号（2013年9月）�
オープンキャンパスで施設見学する様子
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245号（2013年10月）�
テクノフェアでプラズマナノ工学研究�
センターの装置を説明する研究員

246号（2013年11月）�
ホームカミングデイにおいて実験等を行う�
参加者に説明する女子学生

247号（2013年12月）�
防災訓練で非難する教職員や学生

248号（2014年１月）�
「UK�DAY�in�Nagoya」での講演の様子

249号（2014年２月）�
おもしろ科学教室での、超伝導磁気浮上列車
模型の展示の様子

250号（2014年３月）�
名古屋大学レクチャー2014での参加者の�
入場の様子

27NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.250

名大トピックス No.250　平成26年３月17日発行

編集・発行／名古屋大学広報室

本誌に関するご意見、ご要望、記事の掲載などは広報室にお寄せください。

名古屋市千種区不老町（〒464-8601）

TEL 052-789-2016 　FAX 052-788-6272　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/extra/topics/）でもご覧いただけます。

表紙
名古屋大学レクチャー
2014での参加者の入場
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　それまで名城キャンパスにあった名古屋大学の本部が、
東山への移転を完了したのは、ちょうど50年前の1964（昭
和39）年3月のことです。
　本部の移転場所については、一時は整備計画委員会で理
学部北側の斜面という結論が出ましたが、その後理学部・
工学部の拡張計画の支障になるとして変更になり、豊田講
堂の管理や会議室の利用の便、地形上の理由などから、現
在の豊田講堂東側の位置に決定されました。
　現在の名大の本部棟群は、1～5号館および別館から
なっていますが（5号館は別の場所にあります）、この時
に建設されたのは現在の本部2号館の建物です。当初か
ら、上から見ると H 型の特徴的な形状をしていました。
竣工図によると、1階には学生部など、2階には総長室、
事務局長室、庶務部の一部（庶務課と秘書室）、記者室など、
3階には施設部と庶務部の一部（人事課）などがあり、地
下階は倉庫と車庫だったようです。

　ところで、この1963年から64年にかけての時期は、名大
キャンパス史における大きな転換期にあたります。
　まず1963年1月には文学部が、同年11月には教育学部が
名城からの移転を完了し、これで文系の全学部が東山に集
まりました。教育学部附属学校の移転完了も1964年1月
のことです。また、全ての1・2年生が属する教養部は、
1962年より瑞穂キャンパス（現在の名古屋市立大学滝子（山
の畑）キャンパス）からの移転を開始し、1964年3月をもっ
てこれを終えました。まだ安城市に農学部が残っていまし
たが（1966年に東山へ移転）、この本部の移転によって名
実ともに東山が名大の中心になったといえます。
　この時の本部棟の建物は、愛知県、名古屋市、名古屋商
工会議所などによる名古屋大学整備後援会から建設寄附さ
れたものです。文学部と教育学部の移転費用も同会から寄
附されており、地域からの大きな期待に支えられて発展し
てきた名大の姿をここにも見ることができます。

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@adm.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

名古屋大学基金

１ ２ ５
３ ４

１　�東山キャンパスに建設されたばかりの本部
棟（竣工図によれば「事務本館」、1964年製
作の名古屋大学二葉会「電気学科25年の歩
み」の映像より）。豊田講堂の真上あたりか
ら撮影されている。

２　�1964～65年頃の写真（1964年度経済学部卒
業アルバムより）。1964年11月に竣工した附
属図書館（古川図書館、現在の古川記念館）
の姿も見える。

３　�1950年代後半の写真。本部棟だけでなく、豊
田講堂も建設されていない。

４　現在の本部棟群（2012年２月撮影）。
５　�名城キャンパス（名古屋城二の丸）の本部棟
（1962年12月撮影）。

143 本部の東山移転から50年 ― 東山集結への道 ―
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