
http://www.nagoya-u.ac.jp/

No.274
2016年3月 ワイツゼッカー ローマクラブ共同会長に名古屋大学名誉博士称号を授与 
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●ニュース

ワイツゼッカー ローマクラブ共同会長に名古屋大学名誉博士称号を授与

全学同窓会関東支部講演会を開催

名古屋大学基金感謝の集いを開催

日本経済団体連合会が本学を視察

平成28年度名古屋大学入学試験を実施

●キャンパスクローズアップ

ITbM（トランスフォーマティブ生命分子研究所）

●知の先端

授業研究による教員の力量形成

久野　弘幸（教育発達科学研究科准教授）

●知の未来へ

アジア貿易200年を描く

木越　義則（大学院経済学研究科准教授）

●部局ニュース

ルンド大学・名古屋大学合同国際シンポジウム等を開催

グローバルメディア研究センター設立記念シンポジウムを開催

第28回宇宙地球環境研究所年代測定研究部シンポジウムを開催

企画展「名古屋のセンパーイ！ 明治編」を開催

第31回企画展「北の縄文人」を開催

モンゴル国における発達障害児支援及び特別支援教育に関する国際会議を開催

碧南水族館においてミクロの探検隊Ⓡを開催

第48回地球教室を開催

第117回防災アカデミーを開催

ICCAE 第3回オープンセミナーを開催

●定年退職される教授のことば

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成28年１月16日～２月15日

●イベントカレンダー

●名大トピックスの表紙で綴るサークル活動

●ちょっと名大史

「夢の細道」から「地獄の細道」へ
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　ローマクラブ共同会長を務める
エルンスト・フォン・ワイツゼッカー
氏への名古屋大学名誉博士称号授与記
念イベント「ローマクラブ会員とノー
ベル賞受賞者との対話」が2月6日

（土）、ES 総合館 ES ホールにおいて、
公益社団法人日本工学アカデミーとの
共催、中日新聞社の後援により開催さ
れました。
　ワイツゼッカー氏は、1939年生ま
れ、世界を代表する生態環境学者であ
り、『地球環境政策』を著したほか、

「ファクター4」（豊かさを2倍にしつ
つ、資源消費を半減する）という概念
を打ち立て、気候変動枠組条約第3回
締約国会議（COP3、京都会議）の折
に著書を刊行し、これまでに13カ国語
に翻訳されてその思想を世界に広く普
及しました。後に、単体技術からシス
テムによる資源消費節約へと拡張し
た「ファクター5」を発表し、人類の
重要課題を討議し警鐘を鳴らし続ける
ローマクラブの共同会長も務めている
ほか、国連環境計画（UNEP）国際資
源パネル共同議長も兼務しました。本
学との関係では、ワイツゼッカー氏は
大学院環境学研究科に対して10年来、

客員教授、グローバ
ル COE プログラム
「地球学から基礎・
臨床環境学への展
開」の国際外部評価
委員などを務めてい
ます。これら本学へ
の多大な貢献により、
名古屋大学名誉博士
称号が授与されることとなりました。
　当日は、第1部で名誉博士称号授与
式が行われ、名古屋大学交響楽団メ
ンバーによる弦楽五重奏の演奏の中、
ワイツゼッカー氏がクリスティーネ・
フォン・ワイツゼッカー夫人と共に拍
手で迎えられ、松尾総長から名古屋大
学名誉博士記が授与されました。
　第2部では、ワイツゼッカー氏によ
り「ローマクラブからの新たなメッセー
ジ」と題して資源・地球環境問題への
対応について講演が行われました。
　第3部では、「持続可能な未来のた
めの知恵とわざ」と題してトークセッ
ションが行われました。トークセッ
ションには、ワイツゼッカー氏のほ
か、「ファクター4」を実現する上で
大きな役割を果たす青色 LED の発明

により2014年ノーベル物理学賞を受賞
した赤﨑　勇特別教授、天野　浩未来
材料・システム研究所教授、ローマク
ラブ・フルメンバーであり、それぞれ
未来のプラチナ社会、都市のスマート
シュリンクを提唱する小宮山　宏日本
工学アカデミー会長、林　良嗣環境学
研究科附属持続的共発展教育研究セン
ター長（コーディネーター）、そして
飯尾　歩中日新聞論説委員（コーディ
ネーター）が加わって、地球環境問題
への対応理念、技術、そしてあるべき
将来社会の姿について、語り合いまし
た。一般の方からの申込みを含めて満
席となった会場では、参加者が時折
ユーモアを交えたトークセッションに
熱心に聞き入っていました。
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　名古屋大学基金感謝の集いが、2月13日（土）、豊田講堂
において開催されました。この集いは、名古屋大学基金へ
高額の寄附をされた方々を招待し、「名古屋大学基金の活
動報告」、「施設見学」、「ミニコンサート」そして、「総長
主催の懇談会」を開催して感謝の意を表するもので、今回
で7回目となりました。

　開催に先立ち、昨年2月以降に同基金へ高額の寄附をさ
れた方々に、松尾総長及び役員列席のもと「感謝状贈呈式」
が挙行されました。
　「基金感謝の集い」には50名が出席し、最初に「ノーベ
ルツアー」として、野依良治特別教授の2001年ノーベル化
学賞受賞を記念して建てられた「ケミストリーギャラリー

（野依記念物質科学研究館）」と、2008年の益川敏英特別教
授（物理学賞）、小林　誠特別教授（物理学賞）、下村　脩
特別教授（化学賞）3氏の受賞を記念して、本学博物館の
サテライトとして開設した「2008ノーベル賞展示室（ES
総合館）」の2カ所の見学会が行われました。
　次に、豊田講堂アトリウムへ移動して、基金担当である
木村理事からの名古屋大学基金の事業報告に続き、基金に
よる支援留学生2名から感謝の言葉や本学留学中の苦労話
等について日本語でスピーチが行われました。
　その後、山本直人オーボエカルテットによるミニコン
サートが開催され、素晴らしい演奏を楽しみました。
　コンサート終了後に行われた総長主催の懇談会では、本
学に対する期待と激励の言葉が寄せられるなど、大変有意
義な機会となりました。

　名古屋大学全学同窓会関東支部講演会が、1月31日
（日）、学士会館において開催されました。また、講演会終
了後には、関東支部交流会が開催され卒業生をはじめ200
名を超える参加がありました。
　講演会では天野　浩未来材料・システム研究所教授によ
る講演が行われ、講演に先立ち同窓会の重要性について、

また、名古屋大学基金の紹介が述べられました。講演で
は、日本におけるイノベーションの必要性が述べられ、イ
ノベーションを起こすために必要な創造力は年歳を重ね
るにつれ減少することを示し、日本における年齢別主観
的幸福度は16歳が最大であり、それ以降は減少傾向にある
ので、特に若手研究者に頑張ってほしい旨が強調されまし
た。また、LED 研究の苦難の1970年代から、不撓不屈の
赤﨑　勇特別教授と、当時学生であった天野教授自身の組
み合わせにより、他の研究者が諦めた窒化ガリウム（GaN）
の研究において成功をしたのは、自由な研究室の雰囲気と
責任をもって研究に打ち込めたことが大きかったこと、ま
た、目利き人材の存在と、産官学連携の重要性も述べられ
ました。
　最後に、今後の窒化物発光素子の可能性について触れ、
照明に関わる省エネルギー、加工用レーザー、光通信シス
テム、紫外線 LED による水の滅菌浄化などが紹介されま
した。講演の後には質疑応答があり、講演会場で記念撮影
が行われました。
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　平成28年度名古屋大学入学試験（前期日程）が、2月25
日（木）、26日（金）及び27日（土）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1,732名の募
集人員に対し4,719名の出願がありました。
　試験初日は晴天に恵まれ、８時過ぎから受験生が集まり
はじめ、高校の教師等から激励を受けて、それぞれの試験

会場に入って行きました。また、受験票を手に試験会場を
確認している受験者を案内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」の試験が全学部で一
斉に始まり、4,386名の受験生が試験問題に取り組みまし
た。午前中には松尾総長が各試験場を訪問して、試験場主
任や試験場本部の教職員を激励しました。午後から「地理
歴史」、「小論文」、「理科」の試験が行われて1日目の試験
が終了しました。
　2日目は午前10時から「数学」の試験が行われ、午後か
らは「国語」の試験が行われました。午後3時55分にすべ
ての試験が終了し、試験を終えた受験生は、お互いに試験
問題について話し合いながら家路につきました。27日の3
日目には、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（土）に鶴舞地区で医学
部医学科の面接試験が行われます。

　一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）が、2月10
日（水）、本学東山キャンパスの視察に訪れました。
　経団連からは、本学卒業生である榊原定征会長（東レ株
式会社相談役最高顧問）、内山田竹志副会長（トヨタ自動
車株式会社会長）はじめ、約50名が参加しました。
　経団連の方々はまず、ES 総合館を訪れ、松尾総長、

國枝理事、財満副総長、新美工学研究科長、佐宗ナショナ
ルコンポジットセンター長、石川総長補佐らが出迎えまし
た。はじめに総長からあいさつがあり、その後、財満副総
長、石川総長補佐から本学の概要、産学官活動の取り組み、
ナショナルコンポジットセンター（NCC）の概要説明が
行われました。
　次に、NCC へ移動し、佐宗センター長、石川総長補佐、
天岡和昭 NCC 特任准教授から、複合材に関する製造技術
や耐雷試験設備などについての説明が行われました。
　その後、ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）
において、名古屋 COI 拠点及びプラズマ医療科学国際イ
ノベーションセンター・工学研究科附属プラズマナノ工
学研究センターの視察を行いました。江崎研司 COI 拠点
長から COI の取り組みや、モビリティ社会の実現に向け、
社会実装を強く意識した研究等の説明、堀プラズマ医療科
学国際イノベーションセンター長からは最先端のプラズマ
技術や装置等の説明がありました。今回の視察を通じて、
経団連の方々には、最先端の研究施設を身近に感じていた
だくよい機会となり、産学連携の取組みを進める上で、本
学にとっても非常に有意義な一日となりました。
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　ITbM（トランスフォーマティブ生命分子研究
所）は、文部科学省による世界トップレベル拠点
プログラム（WPI）の採択事業として、合成化学、
触媒化学、システム生命科学、動植物科学といっ
た分野の学際的・国際的な連携により「トランス
フォーマティブ生命分子」を生み出すための研究
教育施設です。建物規模は地上6階、延べ床面積
7,934m2の建物で、異分野が共存する「ミックス
ラボ」と呼ばれる形式を持ち、階層的に2・4階

に実験室ゾーン、3・5階に
研究室ゾーンが配置され、サ
ンドイッチ状の構成は立面
にも現れています。以下に、
ITbMの特徴を紹介します。

コンセプト1）一体的で広い実験室ゾーン（2・
4階）
　実験室は、化学・生物といった異分野の融合研
究を加速させるため、視覚的・距離的な一体感や
研究者の往来・交流を阻害する要素は極力避け、
実験室レベルで設けなければならない区分に対し
ては、ガラス壁やガラス扉を設け、視覚的・距離
的な一体感を確保しています。
コンセプト2）研究者 mix としての研究室ゾー
ン（3・5階）
　生物・化学の両分野の研究室ゾーンの中央に打
合せや飲食が可能な「交流スペース」、その近傍
に「学生・博士研究員デスクゾーン」を設け、や
や離れたところに「助教・講師・准教授デスクゾー

ン」を設けています。これは異
分野の研究者同士の出会いと交
流を生み、自由な議論と研究へ
の相乗効果を生み出す意図によ
ります。研究室ゾーンからは吹
き抜け越しに下階の実験室ゾー
ンを見下ろすことで一体感を確
保しています。
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コンセプト3）PI mix としてのオフィスゾーン
（3・5階）
　PI（教授）間の議論の機会を増やし、ひらめき
や共同研究の機会を生み出すため、PI のオフィ
スを集約し、視覚的な一体感をもたせるととも
に、同じ階にセミナー室を配置しています。5階
のセミナー室が面するデッキ空間は外気に開放さ
れた囲み空間として、イベント時の打ち上げやリ
フレッシュの場として使われています。
コンセプト4）階別ゾーニングによる合理的な機
器関連ゾーン（6階）
　化合物ライブラリーセンター、ライブイメージ
ングセンター、植物育成室、動物飼育室など、複
数グループが共同利用する特殊な実験室を最上階
に集中配置しました。最上階に持ち上げられた温
室は、化学・生物分野の融合研究所として建物内
外から視認できるシンボル性も持ちます。
コンセプト5）既存建物の活用
　建物の動線計画や平面計画に際し、既存建物
（旧・極超高圧発生装置室）をエントランスホー
ルとして取り込むことが発案され、さらに諸室を
コの字に巻き付けていく構成を取りました。既存
建物の屋上に開口を設け、天窓としたことによ
り、自然光が差し込む明るいエントランスホール
となり、また、4層吹き抜けで開放感があり、各
階に設けられた開口越しに視覚的なコミュニケー
ションも可能な、独特の空間が生まれました。
　ITbM では、計画初期段階の利用者ヒアリング
により OPR（企画・設計要件書）を作成し、コ
ンセプトを明確にして、設計・施工の各段階で検
証していくインハウス型建築トータル・コミッ

ショニングを導入しました。環境学研究科都市環
境学専攻の脇坂研究室では研究テーマとして運用
段階における異分野の交流実態を調査し、その効
果を確認しています。拠点長である伊丹教授の
「最短で最高のインパクトを持つ研究成果」を生
むという熱いメッセージがプロジェクト関係者を
突き動かしてきましたが、ITbM ではすでにその
成果が現れつつあります。
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１　 外観夜景。サンドイッチ型の建物の階層構成が明快に現れる。
２　 エントランスホール。新たに天窓を設け自然光を導いた。上下階で視線が交わる。
3　 実験室からは吹き抜け越しに研究室が見える。生物領域と化学領域はガラスで仕切られ活

動が見える。研究室と実験室を結ぶ螺旋階段が速やかな移動を確保する。
4　 研究室を見通す。生物領域の奥に化学領域があり、その間に共用ゾーンが挟まれている。
5　 5階デッキ。イベント時の打ち上げや日常のリフレッシュ空間として使われる。
6　 3階平面図。コの字型平面の両端に生物研究室、化学研究室が配置され、中央の交流スペー

スで緩やかに分節されつつ繋がる。4層吹抜のエントランスホールを見下ろせる。

１ 4 5
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２ 3

3F 平面
化学 生物 理論科学



日本の授業風景

「今日は、研究授業でした。たくさんの先生が
教室に来て、私たちの授業をみてくれました。
少し緊張したけど、おもしろかったです。」

　日本で学校教育を受けた人の多くは、校内の大
勢の先生が教室に来て、自分たちの学ぶ様子を参
観されるという経験したことがあるのではないで
しょうか。このようないつもとは違う授業の経験
は、多くの人が世代を越えて経験した学校の一風
景でしょう。
　このような「授業研究」というシステムは、
100年以上前に日本で始まった世界でもまれな教
師教育の手法であり、近年世界の多くの国々で急
速な広がりをみせるとともに、その生みの親とし
て日本の研究には世界から大きな関心が寄せられ
ています。

授業研究とは
　「授業研究」とは、教師の授業力の向上を図る
目的で、その教師が勤務する学校において、同僚
の教師と協働しながら実際の教育課程上の授業を
計画し、実施し、省察する一連の実践研究の過程
です。一般的には、その学校に勤務する教師全体
が参加し、学校が共通に掲げる目標と計画のもと
に、同じ教科や学年に属する同僚の協力を得て、
自身が担任する学級において実施されることが多
い教員研修のスタイルです。
　一般に授業研究の過程は、①授業の計画、②「研
究授業」の実施、③実施された授業についての事
後省察、④省察から得られた知見を後の授業に生
かすとともに継続的な改善課題を明らかにすると
いう循環的過程で実施されます。国際的には、共

同で観察を行う研究授業の段階が着目されます
が、実際には、同僚教師と授業を練る計画の段階
と、授業の成果や課題を明らかにする過程を通し
て授業改善の認識を形成する事後省察の段階が有
効に機能するかが教師の認識形成に大きな影響を
与えていることが明らかになっています。

授業研究の国際化と Lesson Study
　授業研究が世界的に認知されるきっかけを作っ
たルイス（Lewis, C.）によると、当初、アメリカ
の研究者たちは、授業研究はアメリカでは定着し
ないと考えていたといいます。しかし、組織的、
体系的に導入を図ったところ、1999年以降の短期
間に、アメリカの教師たちは Lesson Study に関
心を寄せ、「アメリカの多くの地域にレッスンス
タディが広がり、多様な教科と高校や大学までも
含む多様な学校種で、レッスンスタディが取り入
れられるように」なったと述べています（ルイス
2008）。
　アラニ（2013）は、教師の資質の向上と教育実
践の質の向上は世界的な課題となっているが、そ
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図１　比較授業分析の基本構造（アラニ2013より）
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の課題解決のためには実践に根差した、ローカル
な解決策が重要かつ必須であると指摘していま
す。これは、ある地域における固有の問題の解決
にはグローバルな知見から問題解決のヒントを得
ること、また世界的に共通な課題を解決する鍵
が、個別具体的な固有の発想や経験の中にあるこ
とを意味しています。もちろん、文脈や背景を異
にしているため、そのローカルな解決策をそのま
ま適用すればよいというわけにはいきませんが、
ローカルなレベルで成果を挙げている具体的な解
決方法の中には、グローバルな課題を解決するた
めの知恵やヒントが隠されているとみることがで
きます。授業研究の世界的な広がりは、このよう
な授業や教師の力量形成を巡るグローバルな課題
解決とローカルな課題解決の間の対話の過程とし
て読み解くことができます。
　
国際学会の発足と名古屋大学
　「授業研究」の研究分野では、2007年に国際
学会「世界授業研究学会（World Association of 

Lesson Studies: WALS）」が発足し、その機関誌 
として2010年には「国際授業研究雑誌（IJLS）」
が創刊されました。名古屋大学には、このWALS
の創立メンバーや執行委員、学会誌の編集委員な
ど国際学会の中核を担うメンバーが集積していま
す。また名古屋大学のチームは、授業記録に基づ
く授業分析（Transcript-based Lesson Analysis）
の分野で世界有数の拠点を形成しています。
　昨年11月には、名古屋大学において2017年の世
界大会が開かれることが決まりました。2017年11
月には世界30ヵ国以上から600人を越える授業研
究者、教師教育研究者、現職教員や大学院生が名
古屋大学に集合し、授業研究の最新の研究につい
て討論し、交流する予定です。
　私たちの研究チームでは、様々な国の研究仲間
と協力して2017年の世界大会を成功させ、世界の
多くの教員を支援することを通して、学校や授業
に魅力を感じ、学ぶことの喜びを感じられる子ど
もが世界の中に一人でも増えるような貢献をして
いきたいと考えています。
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まつおか　まこと

図２　 研究授業で子どもの学習活動を観察するインドネシア
の現職教員［著者撮影］

図3　 研究授業の後に子どもにインタビューするイギリスの
授業研究［著者撮影］

2000年名古屋大学教育学研究科博士後期課程修了。2000－02年 鳴
門教育大学助手、2002－2013年 愛知教育大学助手・准教授、2013
年ケンブリッジ大学教育学部 客員研究員を経て、2014年より現職。
博士（教育学）。世界授業研究学会（WALS）Executive Committee/
Council member。
授業研究を通して、日本や世界の子どもたち、先生方がより豊かな
学校生活を送れるように支援することにやりがいを感じています。
日常生活にもっと遊び心を持ちたいと思うこの頃です。

くの　ひろゆき



　よく「世界経済」という言葉を耳にすると思い
ますが、その姿を丸ごと数字で把握できるように
なったのは20世紀半ば以降のことにすぎません。
それ以前の世界のヒト、モノ、カネの動きはわか
らないことのほうが圧倒的に多いのです。例えば
図1はイギリスの研究者が港の記録や航海日誌な
どから18世紀の船の動きを地図の上に可視化した
ものです。すでに大西洋に「世界経済」と呼べる
ような活発な経済活動があったことが一目瞭然で
す。しかし、目をアジアに転じ見ると大きな空白
のままになっています。これは決して当時のアジ
アに交易がなかったわけではありません。むしろ
近来の研究によるとヨーロッパに勝るとも劣らな
い交易が存在したと指摘する研究者もいます。た
だし残念ながらアジアの交易を地図に可視化でき
るほどに資料の発掘と整理が進んでいないので
す。
　私は図1の空白部分を埋めるために、アジア各
地の貿易史料を収集、整理する仕事を10年以上続
けてきました。実を言えばアジアには良質の貿易
史料がたくさん残されています。日本で最初に貿
易統計が作成されたのは明治2年（1869年）です

が、インドではそのおよそ100年前に貿易統計が
作成されていますし、シンガポールやインドネ
シアでも19世紀前半から豊富な統計史料が残され
ています。また仮に貿易統計が作成されていなく
ても、アジアの主要な港では今日で言うところの
「経済新聞」が西洋人の手によって数多く刊行さ
れました。例えば写真1の右画面は19世紀半ばに
香港で発行されていた新聞です。その第1面には
1日ごとに船の入港と出港の詳細な記録が掲載さ
れました。これには植民地支配と切り離せない問
題があるのですが、今日となっては近代アジア経
済を知る上での貴重な史料になっています。
　もちろんこれは一人でできる研究ではありませ
ん。共同研究プロジェクトとして進めています。
そのプロジェクトのなかで、私は集めた史料から
データベースを構築する作業を担当しています
（写真1の左画面）。私が整理したデータベース
は、地図情報技術の専門家の手に渡ることで、無
味乾燥な数字の羅列が一つの「絵」になろうとし
ています。アジア貿易の200年は地図の上でどん
な姿になるのか、私自身非常に楽しみにしていま
す。

写真１　研究室内でのデータベース作成風景
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図１　18世紀西洋船舶の海運情報（James Cheshire［2013］）

知
の
未
来
へ
―
若
手
研
究
者
の
紹
介

ア
ジ
ア
貿
易
２
０
０
年
を
描
く

大
学
院
経
済
学
研
究
科
准
教
授

木
越　

義
則



　大学院国際言語文化研究科附属グローバルメディア研究
センターは、2月12日（金）、文系総合館カンファレンス
ホールにおいて、グローバルメディア研究センター設立記
念シンポジウム『グローバル社会と日本：戦後70年を超え
て』を共同通信社、中日新聞社、東海テレビの後援、外務
省協力のもと開催しました。同センターは、中部地方にお

けるメディア・コミュニケーション研究の中核拠点になる
ことを目指し、昨年設立されました。シンポジウムでは、
戦後70年を迎えた日本がグローバル社会の秩序安定にどう
貢献し、どんなメッセージを発信していくか、そうした日
本の動きに、東南アジア諸国や豪州がいかなる見方をして
いるのかをテーマに、内外の有識者が報告・討議しました。
　渡邉昭夫東京大学名誉教授による「戦後70年におもうこ
と」と題した基調講演の後、滝崎成樹伊勢志摩サミット準
備事務局長（大使）、徳地秀士前防衛省防衛審議官、中村
同センター長、ニック・ヒズリー ラトローブ大学教授（豪
州）、グエン・ティ・トゥエン国営ベトナム通信社東京支
局長、符祝慧シンガポール華字紙「聯合早報」東京特派員
がそれぞれ、国際社会における日本の責任や期待について
発表しました。その後の討論では、日本が世界やアジアの
秩序安定に貢献し、果たすべき責任も大きいことについて
は一致しながら、アジア諸国とは相互理解を深めるための
対話が依然として重要だとの指摘がありました。シンポジ
ウムは本学や近隣大学の教員や学生、研究者約70名が参加
し、国内の新聞やテレビのほか、ベトナムやシンガポール、
韓国などでも広く報道されました。

　大学院医学系研究科では、ルンド大学との合同により、
1月18日（月）に合同国際シンポジウム、19日（火）に博士課
程における共同学位プログラム（ジョイントディグリープ
ログラム）に関する協定書への調印式、20日（水）には、合
同学術協力会議を鶴舞キャンパスにおいて開催しました。
　シンポジウムでは、髙橋医学系研究科長、グニラ・

ヴェステルグレン・トーソン ルンド大学医学部長のあい
さつの後、両大学それぞれの紹介が行われました。その後、
腫瘍学分野、神経内科学分野、整形外科学分野において、
両大学から合計８名の研究者による研究発表が行われ、多
くの教員・学生が参加し活発な議論が行われました。
　調印式では、ルンド大学からグニラ・ヴェステルグレン・
トーソン医学部長、セシリア・ランドバーグ副医学部長、
ラース・ダーリン副医学部長、本学から松尾総長と髙橋研
究科長、門松同副研究科長の合計6名により本協定書に調
印をしました。今後は共同医学博士号授与を行うため、共
同教育プログラムを両大学において検討し、新たな教育プ
ログラム策定に向けて取り組み、名古屋大学・ルンド大学
国際連携総合医学専攻（仮称）を新設する予定です。
　また、この後に行われた合同学術協力会議では、本協定
書の実施に向けた議論のほか、医学部生の交換留学、大学
院生の共同研究指導、共同研究の可能性を探る大学間協力
体制について活発な意見交換が行われました。
　国際シンポジウム、調印式、合同学術協力会議を通じて、
両大学が連携を深め、今後の両大学間における研究・教育
のさらなる発展が期待されます。
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シンポジウムの様子

調印式での記念撮影
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グローバルメディア研究センター設立記念シンポジウムを開催
●大学院国際言語文化研究科

ルンド大学・名古屋大学合同国際シンポジウム等を開催
●大学院医学系研究科



　宇宙地球環境研究所は、1月28日（木）、29日（金）の両日、
野依記念学術交流館において、第28回宇宙地球環境研究所
年代測定研究部シンポジウムを開催しました。同研究部は
宇宙地球環境研究所基盤研究部門の1つであり、旧年代測
定総合研究センターを核として昨年10月に創設され、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や

環境動態に関する共同研究などを推進しています。そし
て、同シンポジウムは、1年間の活動を広く報告するため
に、旧年代測定総合研究センターシンポジウムを引き継い
で開催されました。
　シンポジウムでは、同センターの今年度の活動を概観し
た後に、新研究創成経費研究の成果として、「10Be を用い
た表面照射年代測定による大規模水循環変動期特定の試み」
と題した報告がありました。また、共同利用の成果として、
本学のほか、大学、博物館、研究所や民間団体、企業など
の研究者、院生によって、環境学、地質学、考古学や文化
財科学など幅広い分野に関する発表が行われました。
　招待講演では、北海道大学の大友陽子博士から地球上
の初期の生命活動について、金沢大学の松木　篤博士から
PM2.5の季節変動についての紹介がありました。シンポジ
ウムの最後には、中村俊夫同研究所教授により「加速器質
量分析技術の発展と応用研究の拡大」と題した特別学術講
演があり、年代測定資料研究センターに始まり、年代測定
総合研究センターを経て現在に至る歩みを加速器質量分析
技術の発展とともに振り返りました。2日間にわたり、一
般の方々を含めて熱心な討論が行われました。

　附属図書館医学部分館では、10月21日（水）から1月30日
（土）までの間、企画展「名古屋のセンパーイ！ 明治編」
を開催しました。これは、名古屋大学全学同窓会による大
学支援事業の助成金により収集した「名古屋大学の大先輩」
コレクションを展示公開するものです。このコレクション
は、1871年の仮病院・仮医学校設立（名古屋大学創基）か

ら、1947年の名古屋帝国大学が名古屋大学へと改称される
までの、本学の前身校に在学、在職した著名人に関連する、
入手が困難になりつつある古書も含めた図書、文書、写真、
絵葉書、地図等によるものです。
　今回の展示では、江戸末期から明治時代、仮病院・仮医
学校から愛知県立医学専門学校・愛知病院までの史料を明
治編として展示公開しました。1871年に制定された名大
病院の前身『名古屋縣病院規則』には「寄宿病人 一日一
人 銀 拾五銭」、「通い病人の定 診察料一切差出に不及事」
などとあります。名大のお雇い外国人教師 老烈（Roretz）
が山形県の済生館時代に講義した『黴毒學』は新発見史料
です。日本最初の『醫療器械圖譜』、愛知病院長であった
後藤新平が板垣退助を治療した『岐阜凶報板垣君遭難顛末』
など、多彩な資料は多くの来館者の関心を集めました。
　また、会期中の1月27日（水）には、山内一信本学名誉教
授を招き「尾張医学の大先輩 伊藤圭介－その医学と本草
学」と題する特別講演会を開催しました。幕末から明治と
いう大変革の時代に科学という新風を吹き込んだ伊藤圭介
の業績を、膨大な史料を丹念に駆使して読み解き、市民ら
約40名の知的好奇心を大いに刺激しました。

12 名大トピックス◦ No.274

シンポジウムの様子

展示会の様子

部
局
ニ
ュ
ー
ス

第28回宇宙地球環境研究所年代測定研究部シンポジウムを開催
●宇宙地球環境研究所

企画展「名古屋のセンパーイ！ 明治編」を開催
●附属図書館医学部分館



　心の発達支援研究実践センター及び大学院教育発達科学
研究科は、1月20日（水）、経済学部第1会議室において、
国際会議「モンゴル国と日本の発達障害児支援及び特別支
援教育に関する共同研究2016」を開催しました。
　会議では、モンゴル国立教育大学から、モンゴルにおけ
るインクルーシブ教育や特別支援教育の現状と課題につい

ての報告があり、今後の支援の方向性について議論が行わ
れました。本学からは、野邑健二心の発達支援研究実践セ
ンター特任准教授が「教員が対応に困る生徒の行動の検討
－日本とモンゴル国の比較－」、福元理英同センター特任
助教が「モンゴル国の特別支援学校における指導困難児に
関する検討－発達障害児のアセスメントと支援に向けて
－」と題して、それぞれモンゴル国の学校教員が指導に困
る児童・生徒の行動について、日本の現状を踏まえて報告
を行いました。これを受けて、モンゴル国と日本の教育制
度や指導方法、文化の違いなどについて、活発な議論が行
われました。
　また、モンゴル国立教育大学と本学との間で進められて
いる発達障害児支援に関する共同研究についても報告があ
り、両国の文化的・社会的背景に対する理解を踏まえて進
めていくことが必要であるとの認識が得られました。今
後、今回の議論の結果を踏まえて、モンゴル国における教
員の支援ニーズの調査や発達障害児支援に関わる相談機関
の開設や発達検査の開発などの支援研究を共同で行うこと
を検討しています。会議には、一般の方も含めて約20名が
参加し、熱心な議論が行われました。

　博物館では11月10日（火）から1月23日（土）までの間、第
31回企画展「北の縄文人」を開催しました。縄文時代、日
本列島に住む人々は自然の恵みを利用して暮らしていまし
た。南北に長い日本列島の中でも北の端にあたる北海道で
は、周囲の冷たい海にアシカ・トド・オットセイなどの海
獣やカレイ・ニシンなどの魚が豊富に生息しており、人々

はこれらを盛んに捕獲しました。特に北海道の生業を代表
するのがアシカやトドを捕る海獣狩猟です。本企画展で
は、浜頓別町日の出遺跡をはじめとする北海道の縄文時代
遺跡出土資料などを用いて、海獣狩猟を中心に北の縄文人
の暮らしについて展示しました。
　企画展の期間中には4,000人を超える人々が博物館を訪
れ、特にゴマフアザラシの子供（剥製）にさわることがで
きるハンズオンコーナー「海獣の毛皮にさわってみよう」
では、多くの来場者が毛皮の手ざわりを楽しんでいました。
　展示に関連した特別講演会も2回開催され、11月10日
（火）には横浜市歴史博物館学芸員である高橋　健氏による
講演「北の海にトドを追う－現代のトド猟師－」を、12月
5日（土）には八雲町教育委員会の大谷茂之氏による講演
「木彫りになったクマ－クマと尾張徳川家の意外な関係－」
を開催しました。いずれも参加者から多くの質問が出され
て、活発な意見交換が行われました。12月24日（木）にはフ
リーヒルズジャズオーケストラによるクリスマスコンサー
ト、1月22日（金）には博物館友の会を対象としたギャラ
リートークも開催されました。
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会議の様子

企画展ギャラリートークの様子
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モンゴル国における発達障害児支援及び特別支援教育に関する国際会議を開催
●心の発達支援研究実践センター、大学院教育発達科学研究科

第31回企画展「北の縄文人」を開催
●博物館



　減災連携研究センターでは1月20日（水）、減災館におい
て第117回防災アカデミーを開催しました。今回は内閣府
本府政策参与も務めている横田　崇愛知工業大学地域防災
研究センター教授が「国の防災対策とその地震・津波像
について」と題して講演を行い、120名が参加しました。
横田氏は、1995年の阪神・淡路大震災以降の国の地震防災
対策の基盤となっている、様々な地震や津波に関する想定
の取りまとめに長年携わってきました。2001年の想定東海
地震の見直しから始まり、東南海・南海地震の想定、東日
本大震災後の南海トラフ巨大地震対策、首都直下地震対
策、昨年12月に発表された南海トラフ地震による長周期地
震動対策など、直接関わった様々な想定の背景や結果の見
方などについて詳しく解説がありました。地震国日本に住
む我々はこうした大規模自然災害と無縁では居られません。
発災前に行われている努力を十分に活かして災害軽減に努
めることの重要性を改めて認識する機会となりました。

　博物館は第48回フィールドセミナー地球教室「鉱物をさ
がそう！」を2月13日（土）、14日（日）に開催しました。定
員数を超える90名以上の応募者があり、抽選で選ばれた小
学生から中学生と保護者、一般の方の計29名が参加しまし
た。1日目は、共催の名古屋市科学館において鉱物の観察
を行いました。実際の鉱物標本を用い、結晶形や硬度、磁
性などの属性を調べて特徴を把握し、最後に鉱物鑑定試験
を行いました。2日目は、西尾市三田石材の許可の下、採 
石場において鉱物の採集を行いました。参加者は、1日目
の座学で養った鑑定眼をたよりに、岩石をハンマーで割り
ながら鉱物を探しました。次に、蒲郡市生命の海科学館へ
移動し、採集したザクロ石や電気石などを顕微鏡で観察し、
それらを用いて簡単なオブジェを作りました。参加者は、
自ら発見した小さな自然美を注意深く丁寧に観察していま
した。この事業は参加者の安全確認と活動補助のために、
愛知大学名古屋一般教育研究室の援助を受けています。

　博物館は、1月23日（土）に「ミクロの探検隊Ⓡが水族館
にやってくる！」と題して、碧南海浜水族館において出前
講座を行いました。当日は、同館と日立ハイテクノロジー
からの走査型電子顕微鏡2台と光学顕微鏡10台を準備しま
した。観察材料は、水族館らしい魚の鱗やサメの皮に加え、
植物（花粉や葉）、化石（放散虫）、動物（昆虫、毛）など
を用意しました。参加者は興味のある材料を各自選び、実
体顕微鏡観察、試料作成、電子顕微鏡観察の順に進みます。
幼児から70代の方まで計149人の参加者は、どんどん拡大
する電子顕微鏡の像に驚き、引き込まれていきました。さ
らに、普段、肉眼では見ることのできない世界にも色々な
形があり、どれも綺麗な形をしていることを体験しまし
た。「また電子顕微鏡を操作したい」、「こんな企画をまた
やって欲しい」、「ミクロの世界はとっても面白い」など多
くの声が寄せられました。博物館の外での開催でしたが大
いに効果があることを実感する出前講座となりました。
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講演する横田氏

ハンマーを片手に鉱物をさがす参加者の様子

参加者の様子
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第117回防災アカデミーを開催
●減災連携研究センター

第48回地球教室を開催
●博物館

碧南水族館においてミクロの探検隊Ⓡを開催
●博物館



　農学国際教育協力研究センター （ICCAE） は、1月14日
（木）、農学部第7講義室において、2015年度第3回オー
プンセミナーを開催しました。今回は、「環境ストレスに
対する資源植物の適応」をテーマとし、ベルギー王国よ
り招いたマリー＝クリスティーヌ・ヴァン・ラベケ ゲン
ト大学生物工学部植物生産学科教授と江原　宏 ICCAE 協

力ネットワーク開発研究領域教授の講演が行われました。
ヴァン・ラベケ教授は、「非生物ストレス耐性の選抜に向
けた園芸作物の生理的反応」と題した講演の中で、乾燥に
よる有効水の低下、低温による細胞の脱水、塩害による浸
透圧ストレスやイオン毒性など様々な非生物的ストレスに
対する抵抗性の成立要因について概説し、ストレス回避性
や耐性の差異を検出するための生理的、生化学的解析手法
について、果菜や花卉を用いた研究の実例を挙げて紹介し
ました。また、江原教授は、「塩ストレス、アルミニウム
ストレスに対するサゴヤシの生育および生理反応」につい
て講演を行い、サゴヤシは根から吸収したナトリウムイオ
ンを下位葉の葉柄に蓄積して上位葉の小葉への移動を少な
く抑えるために、光合成速度は低下するものの汽水域でも
生育できること、酸性の強い土壌では吸収したアルミニウ
ムを根に止め、地上部への移行を抑制する適応をみせるな
どの特性を紹介しました。同オープンセミナーを通じて、
高緯度や低緯度といった厳しい環境条件に適応するために
植物体が具備すべき形質について、他大学の学生や一般の
参加者も含めて情報が共有されました。
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討論の様子
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ICCAE 第3回オープンセミナーを開催
●農学国際教育協力研究センター
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（原文のまま掲載しています）
定年退職される教授のことば

　昭和から平成に変わるころに名大に奉職し、以来20数年間
留学生とともに歩んできました。その間、組織も様々に変遷
し、その波に飲み込まれながらも何とかやってくることがで
きたのも先輩の先生方、同僚の皆さん、日本語非常勤講師の
皆さん、事務の方々のおかげだと感謝しております。日本語
教育では特に、初めて来日し初めて日本語を学習する国費留
学生を対象としたコースを主に担当していた関係で世界各国
の様々な考え方、物の見方、感じ方の違いが勉強でき、大変
貴重な経験となりました。自分自身も異文化の中で生活した
ことがありましたので、どうすれば留学生の一人一人が安定
した気分で日常を過ごしていけるのか、ことばの教育の面で
支援を心がけてきました。一方で、母語である日本語を教え
ることは誰にでもできるという古い常識に囲まれながらも、

日本語教育の専門性は様々な領域に支えられ確固たるものに
なってきています。このことは、国際言語文化研究科の修了
生の成果にも現れていると思います。今後、少子化の中で留
学生の存在がますます重要になってくると感じていますが、
日本語教育の充実が一つの核になることは間違いないと思わ
れます。私が去ることで同僚の平均年齢も活力もぐっと若返
り、教育を支える研究に、また現場での実践に大いなる力が
発揮されるものと確信しているところです。引き続き日本語
教育へのご支援をよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、名古屋大学の今後のますますの発展
をお祈りするとともに、国際交流を通して平和な日本を目指
す“勇気ある知識人”の育成を期待しております。
　長い間、ありがとうございました。

　1973年 4 月に大学院文学研究科の修士課程に入学して以
来、今年 3 月の退職まで、私の名古屋大学での生活は43年に
及びます。初めは大学院生として、1980年に助手となってか
らは教員として、同じ文学部に通いました。文学部の建物は
耐震改修されましたが、骨格は40年前と変わりません。三階
の暗い廊下を歩いていると、ふと、40年前のまだ何になるの
か解らない自分に出会う気がします。当時の国史学研究室

（現在の日本史学研究室）は学問研究には厳しく、それでい
て、自由な雰囲気がありました。それは多分、文学部だけで
はなく、名古屋大学全体が持っていたものだったのかもしれ
ません。戦後歴史学の閉塞状況を打破する新しい歴史学のう
ねりが名古屋で生まれ始めており、その昂揚感が 2 年の修士
課程で終える予定であった私を、何の迷いもなく学問を一生

の仕事とする道に進ませました。以来、40年余、大学自身も
大学を取り巻く環境もずいぶん変わりました。とくに、独法
化後の変化はとても大きなものがあります。二度目の文系組
織改編も迫ってきています。これからも、さまざまな試練を
克服し、教職員と学生が共に学問を通じて、人類の過去・現
在・未来を自由に語ることができる大学であることを願って
やみません。

　平成 7（1995）年に金沢大学から転任し、以来21年の在職と
なりました。その間、学部長・研究科長も経験しましたが、
法人化後の様々な制度改正や新規制度の立ち上げなどが続
き、なかなか葛藤の多い時期が続いたように思います。しか
し、文科省の現代 GP「専門教育型キャリア教育体系の構築」
が採択され、「キャリア支援・教育開発センター」の責任者
として平成18～20年の間、名古屋大学に一定の寄与ができた
かと思っています。
　平成12（2000）年ごろから、文科省関係の審議会、有識者会
議等に呼ばれることが多くなりましたが、これは、名古屋大
学に在職していたからこそであろうと思っています。研究面
では海外発信に心がけましたが、アメリカやドイツ、中国、
韓国などの研究者との共同、協力をえながら科学研究費に関

する活動を進めることができました。これも「ノーベル賞受
賞者を多く輩出する名古屋大学」のメンバーであることを信
用されてこそのことでした。その延長で、ドイツ、アメリカ、
韓国などの大学・学部との交流協定の締結を仲介しましたが、
学部・研究科が今後も国際的教育・研究活動を大いに発展さ
せてくれることを祈念しています。名古屋大学に対しては、
現代 GP のキャリアセンターが時限で終わってしまいまし
たので、研究大学としての発展を期すとともに、ありふれた
学生のためのキャリア支援体制を構築してくれることを期待
したいものです。

異文化空間で過ごした日々

鹿島　央　　国際機構

名古屋大学文学部での40年

稲葉　伸道　　大学院文学研究科

名大に在職していたからこそ

寺田　盛紀　　大学院教育発達科学研究科
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定年退職される教授のことば

　研究生活に入って42年、名古屋大学で36年半。恵まれた研
究環境で好きな学問や学術活動をさせて頂き、幸せでした。
オクスフォード大学に 2 年の留学、ハワイ大学での 1 年の客
員教授生活、また、中国人民大学、香港城市大でも客員教授。
ウランバートル、パリ、ブエノスアイレス、ニューヨーク、
カリアリ、ベルリン、ベルゲンなど世界各地での講演。ドイ
ツ裁判官アカデミーや大阪弁護士会など各地の実務家相手の
研修講演等々、自由に活動させて頂き、法哲学の国際学会で
は理事長、法曹倫理のそれでは理事を務めました。おかげで
世界中に友人知己、教え子ができ、帰国したばかりのプノン
ペン、ホーチミン市、ハノイでのスクーリングでも、どこで
も今では要職にあるかつての留学生たちから歓待を受けまし
た。

　その分、学問が成長しないと罰が当たります。幸いブレー
クスルーがあり、今ではカントを読むと親しい友人と語らっ
ている気がします。正義という評価概念を使って政治を改善
する伝統が弱い東洋では、正義は無用の蒼ざめた理念として
放置されがちです。しかし、わが国のように国民主権の立憲
国家では正義が権力と法に対立するのではなく、三者が鼎を
なして市民の権利を守らねばなりません。ところが、欧米で
は、“system of justice”と呼ばれている機関を、わが国
では法を司る統治機関「司法府」と呼んで憚りません。正義
の伝統の脱構築が時代の課題である所以です。今後は舞台が
名古屋と東京になりますが、法哲学、法曹倫理だけでなく、
医療倫理、研究倫理を含む専門職倫理一般を守備範囲に入れ
て仕事を展開していきます。

　私が名古屋大学法学部に助手として採用されたのは1979年
4 月であり、この 3 月で勤続37年ということになる。ただし
その前に大学院生として 5 年間在籍したこともあり、名古屋
大学での私の生活は42年となる。
　まだ大学紛争の熱も冷めやらぬ京都大学を卒業し、本学の
大学院に進学した私にとって、本学の雰囲気はとても平穏で
あり、ここで、横越英一先生をはじめとする素晴らしい指導
教授の下で研究に没頭できたことは、私にとって幸せであっ
た。研究室での先輩・後輩たちとの議論の中で研究を進め、
法学部助手から助教授、そして教授へと昇任していくことが
できた。ただしその研究生活は、私が当初想定していたもの
とは異なっていた。若い時期の私はまず「日本の学界」での
活動を念頭に置いたが、私の専門とする政治学においても、

この間急速な国際化が進展していた。私の研究者生活を前半
と後半とに分けて見ると、その変化がよく分かる。
　前半には、私の外国出張は、 2 年間の西ドイツ（当時）滞
在を含めても数回である。しかし後半になると、法整備支援
関係のものを含め外国出張は100回近くに及ぶ。その中で、
私自身の研究の国際的発信と、海外の研究者との学術交流に
努めてきた。その意味で私には、日本の法学・政治学の国際
展開の時期に立ち会ったという実感がある。若い人たちに
は、この状況をさらに推し進めて貰いたいと願っている。

　1973年の修士課程入学から職を求めて海外へさまよい出る
までの 7 年半、米国、フランス、仙台を巡った後1992年に教
員として戻ってから24年、通算31年半を名古屋大学にお世話
になりました。まことに感謝の一語に尽きます。
　入学当時、若い大学の持つ「自由闊達で清新な学風」は、
その後の研究の基本姿勢を作ってくれました。外国に渡って
から、結晶成長理論という物理学の中では少々変わった分野
に足を踏み入れることになりました。外の世界に触れ、違っ
た空気を吸うことは、研究者として人間として視野を大きく
広げることになります。若い人にはぜひ長期に国外に出るこ
とを勧めます。
　名大に戻ってからは、教員として研究指導に当たることに
なりました。日々の雑用（と呼んではいけない）に埋もれて

萎えそうになる研究意欲をリフレッシュし、成果を上げてく
れたのは共同研究者としての学生諸君でした。結晶表面の観
測手段の進歩によって理論と実験の対比が可能になり、結晶
形態形成の物理学は大きく発展しました。それに私もささや
かながら寄与することができたのは幸せなことです。ポスド
ク時代の恩師（今も現役研究者）に定年退職のことを伝え
たところ、ある人の言葉として「Never stop doing what 
you are doing」という老後へ向けたアドバイスを送ってく
れました。今後もこの言葉を座右に自分にできる教育研究に
励みたいと思っています。

今のところ42年

森際　康友　　大学院法学研究科

名古屋大学での42年

小野　耕二　　大学院法学研究科

名古屋大学定年退職を迎えて

上羽　牧夫　　大学院理学研究科
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定年退職される教授のことば

　名古屋大学では11年間お世話になりました。ここまで一言
でいえば「脳のはたらき」を調べてきた40年間でした。それ
ぞれの局面では不安もありましたが、振り返ってみると時代
の流れと偶然がちょうど良いように働いて、興味深い研究と
教育の機会を与えられたと思います。大学院生の1970年代後
半は細胞内記録による神経回路の解析が一段落し、新しい研
究方針が活発に議論されているなかで、私はネコの歩行標本
で小脳の制御機序を調べたり、古典的条件付けに伴うシナプ
ス新生を研究していました。教員になって間もなく恩師を突
然失い、フランスのパスツール研究所への留学がきっかけ
で、研究対象もサカナに変わりました。抑制性シナプスの可
塑性を初めて実証して意気揚々と帰国し、医学部出身者が大
勢を占める学会で成果を発表すると「魚に脳はあるんです

か？」と質問を受け、愕然としました。しかし、その逆風
のお蔭で、研究の面白さを積極的に説明せざるを得なくな
り、従来の電気生理に加えてイメージング技術も開発し、運
動制御の仕組みを調べることが出来ました。それまでの哺乳
動物だけでなく、サカナ・チョウ・ハエ・線虫などの研究者
とも交わるようになりました。名大に来てからは、全くの素
人だった分子生物学や生態学を若い人達に教えてもらいなが
ら、「脳のでき方」にも手を広げることが出来ました。大学
の運営を含めてお世話になったすべての方々に厚く御礼申し
上げます。

　名古屋大学に奉職して16年になりますが、よく言われる医
学部教授の研究、教育、診療の 3 つの使命のなかで、私にとっ
ては診療の占める割合が最も大きなものでした。小児科医と
しての40年間に小児病院と大学病院に勤務しましたので、そ
の相違について言及してみたいと思います。まず、最初に触
れておかなければならないのは、日本の小児病院が、海外の
小児病院とは、違った形態をとっていることです。海外の小
児病院は、そのほとんどが大学附属です。一方、わが国の小
児病院は、最初に設立された東京の成育医療センターから愛
知の小児病院まで、大学とは独立しており、距離的にも離れ
ています。多くの小児病院は、研究施設が併設されておりま
せんので、診療に特化しております。小児病院は、患者数は
多いものの、基礎研究の成果に基づく、新規治療法の開発を

行うことが困難です。一方、大学病院の小児科は病床数が限
られており、新規治療法を実践する症例数が足りません。こ
のような状況が、日本の小児医療の停滞を招いたひとつの原
因と考えています。アカデミア発の新規治療法の開発には、
先端を担う小児医療の形態から再考する必要があると思いま
す。最後に、名古屋大学が医療の分野において、アカデミア
としての存在感を増し、日本の医療の発展に益々寄与するこ
とを願ってやみません。

　学内が騒然としているさなかの1969年に私は名大工学部原
子核工学科に入学致しました。当時原子力は花形の分野であ
り、政治的立場を超えて人々の支持と期待があったように思
います。大学院修了後、長い国立研究所勤めを経て、2005年
に本学医学部保健学科にお呼び頂き、今般、定年退職を迎え
る運びとなりました。この間、放射線防護、とりわけ内部被
ばくの影響及び線量評価の研究という一つのことに職業研究
者としてずっと関わってくることができ、とても運が良かっ
たと思っています。この分野の研究者が少ないせいもあり、
国立研究所在籍時には、国際原子力機関の専門家会合に何度
もお呼び頂き、国際協力研究プロジェクトにも参加させて頂
きました。また本学に参りましてからは国際放射線防護委員
会委員を2013年まで 2 期 8 年に亘り務めさせて頂きました。

お蔭様でアジア、ヨーロッパ、北米、南米、豪州の多くの同
業者と知り合いになることができ、このことは研究を進める
に当り大きな助けとなりました。
　正直必ずしも自家薬籠中とは言えない科目の講義を担当し
たこともあり、学生にとっては迷惑な教師であったかと申し
訳なく思っております。しかし、情熱は、これも迷惑がられ
るほど分け隔て無く注いだつもりでおります。
　最後になりましたが、浅学菲才の身でありながら、刺激的
な10年余を有意義に過ごさせていただきました。学生諸子、
そして名大の教職員の皆様方、たいへんお世話になりまし
た。

神経生理学　40年

小田　洋一　　大学院理学研究科

小児科医としての40年

小島　勢二　　大学院医学系研究科

退職のご挨拶

石榑　信人　　大学院医学系研究科
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定年退職される教授のことば

　振り返れば40年近くにわたって教員として名古屋大学で過
ごさせていただきました。名古屋大学と構成員の皆様には大
変お世話になりました。あらためて御礼を申し上げます。
　1978年に工学部の助手となり、主として電力機器用材料の
基礎的な物性の解明、劣化・破壊現象のモデル化から機器の
管理といった内容の仕事を続けてまいりました。1995年に新
設の学際的な研究組織である理工科学総合研究センターに異
動したことを契機に、広い視野からエネルギーシステムを捉
える仕事にも取り組んできました。成果を顧みれば、必ずし
も思い通りの進展とはならず忸怩たる思いも残りますが、学
生・院生の皆さんや先輩・若手の研究者の皆さんと一緒に取
り組めたことは、大変幸せなことでした。また、工学研究科
長、副総長を務めた際には、多くの方のご協力をいただくこ

とができたとともに、ご迷惑をおかけしたことも多かったと
思っています。あらためてお礼とお詫びを申し上げます。
　米国の大学での経験、個別分野を超えた研究を目指すセン
ターに所属したこと、学際的な学会で活動できたことなど、
この間の経験から広い視野を持つことの重要さとともに、そ
の難しさも感じました。総合大学である名古屋大学が多様性
に富んだ厚みのある大学として今後も発展を続けてゆくこと
を祈っております。

　宇宙船アポロ11号が月面着陸し人類が初めて月に足を踏み
入れた年（1969年）に名古屋大学工学部に入学して以来、学
生として 9 年、教員として38年の半世紀（47年）に亘り名古
屋大学にお世話になりました。
　学園紛争の真っただ中、晴れて入学したキャンパスで真っ
先に目にしたのは立て看板の列であり、47年通い続けた東山
キャンパスの始まりは、教養部封鎖による休講と学生集会の
日々でした。工学研究者として歩み出し、折に触れて立て看
板の「産学協同」の文字を思い出すものの、その意味を十分
には理解できませんでした。そして、金属材料の高性能化を
追求する研究分野の中で、「産学連携」と「社会貢献」を強
く意識して研究活動を推進してきました。そんな中で、いつ
頃からか教育に魅せられている自分に気が付きました。講義

や研究室において様々な個性の学生と真摯に向き合い話をす
ることで予想以上の反応が返ってくることに、教育の魅力と
奥深さを感じるようになりました。定年を迎えた今、助手の
頃から最近まで多くの学生と向き合った38年間は、どの研究
成果よりも私の大きな宝として残すことができました。
　名古屋大学で長年に亘り教育研究に携わる機会を与えてい
ただいたことに心より感謝を表しますと共に、名古屋大学の
さらなる発展を祈念いたします。

　昭和44年に名古屋大学に入学した後、大学院修士・博士課
程を経て、47年が経過しました。この間、豊橋技術科学大学
での 7 年半を除いて、名古屋大学に約40年お世話になりまし
た。自由に研究をさせていただき、心から感謝しています。
　平成 6 年に名古屋大学で教授に昇任するまでは、自分ひと
りで勝手気ままに研究していたと思います。今から思えば、
独りよがりで拙いアイデアを論文として発表したように感じ
ますが、その後、先駆的研究あるいは有用な研究として国際
的に認められたものもあります。我儘を許容して下さいまし
た所属研究室の寛容さのお陰です。
　教授に昇任後は、研究室の優秀なスタッフと大学院生に恵
まれ、自慢できる研究成果をあげることができました。昇任
後は、それまでとは立場が一転し、研究室の責任者として気

遣いに努力いたしましたが、意を十分に伝えることができ
ず、スタッフと大学院生には怖い存在であったかもしれませ
ん。それでも、研究での真摯さは理解してくれて、ついて来
てくれたようです。研究室出身者が訪ねて来てくれたり、活
躍している様子を聞くと、この上なく嬉しく感じます。
　名古屋大学在任中に大学院重点化と独立法人化が行われ、
研究環境は大きく変わりましたが、恵まれた研究者生活で
あったと思います。名古屋大学の益々の発展を祈願いたしま
す。

定年退職にあたって

鈴置　保雄　　大学院工学研究科

定年退職に際して思うこと

金武　直幸　　大学院工学研究科

ありがとうございました

大野　信忠　　大学院工学研究科
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定年退職される教授のことば

　このたび、学生時代から数えて47年間過ごした名古屋大学
を退任いたします。私は工学部化学工学科（現、分子化学工
学コース）にて大学院博士課程後期課程まで在籍し、同課程
修了後、化学工学科で助手に赴任以来、お世話になりました。
　本学に入学直後は、大学紛争で教養部が閉鎖されて大変驚
きました。学部では旧工学部 1 号館を中心に講義、実験を受
けました。当時のキャンパスは空き地も多く、 1 号館前の
グリーンベルトは一面、格好のソフトボール場でした。研
究室に配属されてからは、工学部中央図書室での Chemical 
Abstract 検索が一大仕事だったことなどが懐かしい思い出
です。ちなみに当時、電子ジャーナルはありませんし、コピー
機は感光紙を用いた青焼きでした。
　その後、教養部廃止、複合専攻の創設、各種センター設立、

号館建替え、大学法人化と続き、私も分子化学工学科から難
処理人工物研究センター、エネルギー理工学専攻へ異動しま
した。この間、他分野の先生方、職員の皆様、優秀な学生諸
氏と接する機会に恵まれました。
　さて、現在のスピード社会において、スローライフが見直
されています。自分なりには、モノの本質を理解し、洞察す
るにはある程度ゆとりのある精神的豊かさが必要と考えま
す。退任を機に、このことを自分に言い聞かせつつ、今後は
一市民として名古屋大学のご発展を見守りたいと思います。
　最後になりますが、皆様には心より御礼申し上げます。

　1970年－1974年：学生、1995年－2016年：教員として、四
半世紀に亘り名古屋大学で大変御世話になりました。1974年
－1980年のカナダ留学と PhD 取得後に、豊橋技術科学大学
で大学教員としてスタートしました。航空宇宙、エネルギー、
マイクロ・ナノと所属が変わり、苦労した面もありましたが、
その御蔭で、ガス爆発、レーザー分光による温度と濃度の計
測、反応流の数値解析等色々な研究分野を手がけることが出
来たと思います。また、失敗しても良いから新しい方法論の
確立を目指してやろうという方針で、学生諸君の多大な努力
に頼って研究を進めて来ることができました。学生諸君を指
導すると共に私自身も多くのことを学びましたし、彼らの目
覚しい成長には何度も驚かされました。名古屋大学教員とし
て、充実した日々を過ごすことができましたことを大変な幸

せと思います。名古屋大学と皆様に心から御礼を申し上げま
す。昨今大学改革が議論されていますが、個性の異なる人々
が幅広く共生して教育と研究において社会貢献するのが大学
の普遍的使命と考えております。今後の名古屋大学の益々の
御発展を祈念致します。

　名大に赴任して13年半になりました。
　振り返ってみますと、1969年安保闘争で騒然としたなか名
古屋大学に入学しました。 1 年の冬に、やっと騒動がおさま
りました。1975年修士課程を修了し、会社に 5 年間席をおい
て、新しい大学に移り 20年余り勤務し、名大に席をおくよ
うになったのは2002年からです。法人化直前に赴任いたしま
した。学生のとき研究室は工学部 4 号館にあったので、赴任
した当時なつかしい思いをしましたが、改修改築の波の中、
とうとう ES 総合館となり周辺の景色を一変させました。
　学科では、私が赴任して以来、半数以上の先輩教授が定年
で退職し、それに続く教授人事がありました。10年余りすぎ、
うまく世代交替をなしとげられたのではないかと思っていま
す。新しい感覚で学問、理工学を押し進めることのできる人

材を確保し、教育・研究の基盤を築き、さらにいっそうポテ
ンシャルを挙げることができたのではないかと思います。
　自分の有機合成研究では、一貫して不斉・有機金属をキー
ワードにスタッフや学生といっしょに十分楽しんでこられた
と思っています。科学としての研究を押し進めつつ、技術（工
学）として人に使ってもらえるモノの開発を少しでも進める
ことができたのではと考えています。
　長年、教育・研究に携わるすばらしい機会と環境を与えて
いただいたこと、ここに感謝申し上げます。名大のますます
の発展を祈り、挨拶とさせていただきます。

名古屋大学を去るにあたり

松田　仁樹　　大学院工学研究科

大変御世話になりました

吉川　典彦　　大学院工学研究科

定年退職にあたり

西山　久雄　　大学院工学研究科
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　名古屋大学に戻って、20年が経ちました。この間、数多く
の皆様に支えられてきました。適度な距離を保ちながら応援
していただいた先輩諸氏、困ったときそっと手を差し伸べて
くれた同僚たち、世代を超えて和ませてくれた卒業生・学生
諸君。今、無事に定年退職を迎えることができるのも、皆様
との素晴らしい出会いがあったからであります。
　大きな変革のなかで大学の行き先は一段と厳しくなる、こ
うお考えの方もおられるかもしれません。しかし、必ずしも
そうではありません。この数年間、全学教育に係るなかで、
改めて本学を内から眺めることができました。本学の全学教
育は、未来の社会を考える場としての大学にふさわしい取組
みであることに、疑いの余地は微塵もありません。大いに自
信をもっていただければと思います。また、モビリティ関連

の産学連携に係るなかで、本学を外から眺めることもできま
した。そこでは、研究もさることながら、学術拠点としての
本学に対する社会の期待の大きさを痛感しました。これまで
同床異夢と言われてきた産と学も、そのベクトルの向きが揃
い始めています。
　名古屋大学を去る今だからこそ、照れずに素直に、心の底
から言える一言があります。「ありがとうございました」
　本学がますます発展されること、ここに籍を置いた一人と
して、祈念しております。

　私の研究は、交通インフラが整備されると、住宅や商業、
工業の施設が立地し経済利益が出るが、地価上昇益は地主に
帰着するメカニズムを表現する「土地利用モデル」開発から
スタート。その不労利得を如何に事業者や公共に還元するか

（「受益と負担のバランス」）、環境影響を如何に減らすかの方
策を求めてきました。
　その実践として、 1 ）東京湾アクアライン、 2 ）つくばエ
クスプレス、 3 ）鉄軌道によるバンコクの超渋滞解消と都市
再生、 4 ）四日市港霞 4 号幹線の紛争調停、そして 5 ）リニ
ア中央新幹線の問題に研究成果を組み込む形で関わりまし
た。そして今たどり着いたのが、人口減少高齢社会で人々の
幸福度 QOL（ブータンで有名となった）を向上させる都市
のスマートシュリンク（人口が半減するなら、維持する市街

地も半分に縮小する）への研究の応用です。
　私は公害の町となった四日市で育ちました。幼い頃は美し
い空と海であったのが、小中高と学校に通っているうちに
20km の海岸線が石油化学工場に占拠され、甚大な公害に見
舞われたが、公害裁判により 1 年後には美しい空と海が戻っ
たことを自らが体験しました。34歳で北イングランドのリー
ズ大学に滞在して失業率30% の世界を体験したこと、42歳
で GDP が上昇するほど大渋滞と大気汚染に喘ぐ途上国大都
市バンコクと出会ったことが、自分を大きく変えました。こ
んな自由な機会を与えてもらった名古屋大学に、心より感謝
をしています。

　名古屋大学に就職して15年間程お世話になり、その後15年
間他の大学に異動し、また縁有って名古屋大学に戻ってき
た。学生時代を含めれば、名古屋大学に30年以上在籍したこ
とになる。この40数年間すぐれた研究者に出会えたことで、
自分なりには面白がって充実した研究をすることができた。
人に自慢できるような研究成果を出せたわけではないのが悔
いる点では有るが、自由にある意味勝手な研究を許しても
らったことを感謝している。また教育者としてもこれまた有
能ではなかったが、多くの学生が一緒に学び研究を進めてく
れたことを感謝している。彼らが私との接触により、少しで
も面白い人生に向かうことができたように希望している。
　ところで、定年を前にして振り返ってみると、この約半世
紀の間に大学の雰囲気が大きく変化したことを実感する。物

事には多かれ少なかれ良い面と悪い面があると思うし、昔は
良かったという考えも浮かびやすいので、私が感じている変
化がすべて悪いはずはないが、大学の将来に不安を感じるこ
とが多い。学生や院生そして若手にとって、大学教員が魅力
ある職業と思えているのだろうか。魅力を感じて人生を過ご
させたもらった者として、特に若手が自由に安心して活動で
きる大学を作り続けていただきたいと希望している。

内と外から眺めれば

小野木　克明　　大学院工学研究科

自由を与え、育てていただいた名大に感謝

林　良嗣　　大学院環境学研究科

定年を迎えて

古本　宗充　　大学院環境学研究科
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　学生時代は東京工業大学で情報科学を専攻しました。学際
研究が奨励され、情報科学と量子物理学の境界領域で学位を
取得し、これはライフワークになりました。 6 年間、助手を
務めた後、学位取得後に手がけた数学基礎論の研究が縁で
1985年名古屋大学教養部数学教室に赴任しました。理学部数
学科の授業を担当し、伝統的な学問の重みを感じながら教員
生活を始めました。
　ほどなく、重力波の検出限界に関する論争に加わり、米国
の大学に 1 年半ほど招聘され、物理学者の国際的な仲間がで
きました。帰国すると、大綱化、教養部廃止、大学院重点化
と組織改変が相次ぎました。2001年に東北大に赴任し、法人
化と北国の生活を経験しました。新しい不確定性関係を発表
して、2008年に名大に戻り、欧州の大学と共同でその検証実

験を実現しました。G30が始まり、私の研究室も外国人の正
教員を迎え、外国人ポスドクを数名受け入れ、すっかり国際
化してきました。
　2016年 2 月12日、米国での重力波観測成功のニュースを聞
きました。かつての論争を思い、感慨深いものがあります。
これまで、名古屋大学の自由闊達な学風の下で、同僚、スタッ
フ、学生に恵まれ、充実した教員生活を送ることができまし
た。関係するすべての皆様に心から御礼を申しあげます。

　本学の教員として着任してから30年経過します。学生時代
を含め、本学の皆様にお世話になり有難うございました。私
が入学した年に、本部・教養部の封鎖がありました。それか
ら40余年での変化を挙げます。 
　まず外観の変化です。所狭しとビルが建ち、学生・教員が
スポーツに興じた第 1 グリーンベルトは花壇です。つぎに職
員数の削減です。研究室事務職員がなくなり、学科事務が統
合・縮小されました。事務職員・技術職員の削減に加え、組
織新増設のための上位振替等により、教授 1 名に対し 2 名の
助教が、 1 名未満となりました。 
　お金の面では、国立大授業料は私大の約0.2倍（昭和50年）
から約0.63倍（平成16年）と上昇し（文科省資料）、国立大
の存在意義を失いつつあります。国立大学法人化後の運営費

交付金は、年 1 ％の削減が12年続き、その結果 1 割減です。
一方、科研や校費からの教員の海外出張旅費、さらに学生の
出張旅費の支出が可能となり、予算執行の自由度は広がりま
した。 
　最後に組織・運営です。法人化とそれに伴う中期計画・現
況調査票の作成、大学入試でのセンター試験業務、職員業績
評価など、職員の作業量は確実に増加しています。教養部廃
止による 4 年一貫教育、任期制の採用、社会の要請に基づく
新組織の創設も大きな変化です。 
　厳しさが増す変化が多いですが、変わらないのは、大学を
良くしようとの構成員の意識・意欲と思います。

　そんなミッションを抱いて、1998年に名古屋芸術大学から
移り、18年間、いろいろなことをさせてもらいました。この
大学と仲間たちに、心から感謝しています。
　「基礎セミナー」で「一コマ展」（2000/6-）、情文 ･ 人情
の公開講座「芸術と情報― 電子芸術は科学に接続する
か !?」（2002/7）、全学教育で芸術系講義 4 科目 8 コマが始ま
る（2003/4）、名古屋大学現代芸術研究会活動開始（2003/6）、
アートとレクチャーの10日間「COLD_SCHOOLMS004：［講
義としての芸術］」（2004/10、豊田講堂）、全学教育講義資料
集『AfLA 教養教育のためのアート』発行（2005/3）、インター
メディア・パフォーマンス“cycling”（2005/12、Ａ館西空地）、
情科棟ロビーでの展示「art@i」（2006/5-12）、教養教育院プ
ロジェクトギャラリー「clas」全学教育棟南棟に開設（2007/5、

以後毎年約20の展覧会）、フェリーチェ・ヴァリーニ作品《20
の点と10の直線》設置（2008/8、全学教育棟中庭）、情文フォ
ノンカフェルーム開店（2009/5）、日本近現代文化研究センター
展示「写真と資料からみる「パリ五月革命」」（2010/1）、教養
教育院芸術教育充実 WG による芸術制作授業の試行「アート・
クラス」（2011/2、10）、カード「名大でアートを学ぶ」（2011/3）、
芸術制作をテーマとした「基礎セミナー」始まる（2012/4）、「基
礎セミナー」受講生によるアンビエント音楽（2013/1-、南部
食堂 2 F 彩）、リーフレット「名大でアートを歩く」（2013/3）、
高等教育研究センター『研究を視覚的に伝える－学術情報デ
ザインの基礎－』発行（2013/3）、大学院共通科目「研究のビ
ジュアルデザイン」始まる（2013/8）、あいちトリエンナーレ
連携企画「名大でアートを歩く」（2013/8）…

垣根を越えて

小澤　正直　　大学院情報科学研究科

40余年での変化

大西　昇　　大学院情報科学研究科

名大に芸術

茂登山　清文　　大学院情報科学研究科
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　1992年 4 月に国立極地研究所から太陽地球環境研究所に異
動して来ました。それ以来、名古屋大学には24年の長きに亘
りお世話になりました。あっという間の四分の一世紀でした
が、楽しくもまた自分の能力以上の仕事もすることができ充
実した時を過ごさせて頂きました。お世話になった諸先輩、
仲間の方々、一緒に過ごした教職員や学生の方々に深く感謝
いたします。
　私は宇宙科学、特に極域観測や人工衛星を用いた地球周辺
の宇宙環境の研究をしてきました。上司の先生方が当時若
かった私に多くの裁量を与えて下さり、北欧に設置された大
型超高層大気観測レーダーの国際協会への日本の加盟実現へ
の貢献等、多くの良い経験をさせて頂きました。
　2005年からは太陽地球環境研究所の運営に従事しました。

創設以来の夢であった研究所の豊川から東山への移転を、地
元居住の教職員の大きな苦痛を伴うものでしたが、大学執行
部のご理解・指導で、2006年に実現できたことは研究所にと
り大変重要な進展で、昨年の研究所の統合にも繋がりまし
た。2009年からは 6 年間本部で、大学の運営が毎年厳しく
なっていく状況を実感しながら微力ながら仕事をさせて頂き
ました。
　大学を取り巻く状況は大変ダイナミックですが、平和を希
求し、「勇気ある知識人」を育成するという名古屋大学の基
本的なスタンスを大事にしながら、今後益々素晴らしい総合
大学になることを心から祈念いたします。

　35年間の在職期間を無事に終了して、この 3 月31日をもっ
て退職します。この間、内外の多くの研究者に助けていただ
き職務を全うすることが出来ました。ご支援、有り難うござ
いました。
　名古屋大学に赴任してからは、加速器と質量分析装置を結
合した「加速器質量分析装置」という当時の最先端技術を使っ
た放射性炭素年代測定に従事してきました。当時は、この分
野では放射能測定法が完成期を迎えておりましたが、そこに
最新の方法でチャレンジしたわけです。放射性炭素の崩壊を
待って崩壊数を計数する従来法ではなく、加速器質量分析で
は放射性炭素の個数を直接 1 個 1 個計数します。技術の進歩
により、高精度、低バックグラウンドを達成して、今や放射
性炭素年代測定の本流になっています。この年代測定の応用

分野は理系・文系にまたがって広く、自身の専門分野を、加
速器科学、地球環境化学、放射化学、文化財科学、考古学編
年など、研究相手に応じて使い分けてきました。さまざまな
分野の研究者とお付き合いできて、35年間を楽しく過ごさせ
ていただきました。しかし一方では、多くの方に利用いただ
いたことで分析が忙しくなり、休祭日返上で仕事に没頭して
きました。正月三が日も職場に出た年がほとんどでした。し
かし、分析結果が貴重なデータとして論文発表されると、苦
労が報われた達成感を得て、さらなる研究に向かう意欲が湧
きました。私にとって、非常に充実した35年間でした。

定年退職を迎えて

藤井　良一　　宇宙地球環境研究所

定年退職を迎えて

中村　俊夫　　宇宙地球環境研究所



記事 月日 新聞等名

1 須賀英隆医学部附属病院助教らのグループはヒト ES 細胞から機能的な下垂体ホルモン産生細胞の分化に世界で初
めて成功

 1.16（土）
 1.28（木）

毎日（夕刊）
読売

2 この道⑪益川敏英本学特別教授：英語嫌い  1.16（土） 中日（夕刊）

3 紙つぶて：百人一首 高度なゲーム 四方義啓本学名誉教授  1.16（土） 中日（夕刊）

4 小林竜大さん工学部3年生らが発案した飲食店を紹介する装置の実証実験が地下鉄栄駅で開始  1.17（日）
 1.23（土）

読売
中日（朝刊）

5 平成28年度大学入試センター試験が本学で実施された  1.17（日） 日経（朝刊）
他4社

6 ミクロの探検隊Ⓡが水族館にやってくる！開催：23日 本学博物館が碧南海浜水族館で観察会を開く  1.18（月） 中日（朝刊）

7 本学１年生が5年後に導入が検討される新テスト「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」の問題イメージ例を解
き「自分が受けるのは勘弁してほしいな」と語る

 1.18（月） 中日（朝刊）

8 皇后杯第43回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会：17日 優勝 愛知 日本郵政グループ鈴木亜由子氏本学卒業生が
アンカーをつとめた

 1.18（月） 中日（朝刊）
他２社

9 この道⑫益川敏英本学特別教授：卒業文集  1.18（月） 中日（夕刊）

10 内田浩二生命農学研究科教授は東北大学などの騒音性難聴の予防につながる遺伝子の発見について「騒音性難聴に
NRF2が関わることを示した意義は大きい。 予防医学への道を開く研究だ」と語る

 1.19（火） 読売

11 森島邦博未来材料・システム研究所特任助教はピラミッド内部の構造を調査している国際チームとして宇宙線を
使った調査方法を解説

 1.19（火） 中日（朝刊）

12 「第13回キャンパスベンチャーグランプリ中部」：特別賞中部経産局長賞 松下 健さん本学大学院生、特別賞中部経
済連合会会長賞 本馬知世さん同大学院生、斉東志一さん同大学院生、特別賞日刊工業新聞社賞 柘植千佳さん同学
生、奨励賞 孫智娜さん同学生、努力賞 呉偉さん同大学院生、八木貴大さん同学生、大江 良さん同学生

 1.19（火）
 1.29（金）

日刊工業
日刊工業

13 第57回げんさいカフェ Gen Science Café「東南海地震と三河地震を振り返る」開催：２月3日 武村雅之減災連携
研究センター寄附研究部門教授が講演

 1.19（火） 中日（朝刊）

14 この道⑬益川敏英本学特別教授：読書の力  1.19（火） 中日（夕刊）

15 医学系研究科はスウェーデン・ルンド大学医学部とジョイント・ディグリー制度の調印式を行い、松尾総長は「20
ほどのジョイント・ディグリー制度を作りたい」と話す

 1.20（水） 中日（朝刊）
読売

16 拓く研究人106 西谷智博シンクロトロン光研究センター特任講師  1.20（水） 日刊工業

17 この道⑭益川敏英本学特別教授：坂田教授  1.20（水） 中日（夕刊）

18 「PhD プロフェッショナル登龍門 ～フロンティア・アジアの地平に立つリーダーの養成～」第２回グローバルビジ
ネス講座「国家間の相互理解を促進するためのソフトパワーの役割」開催：27日

 1.20（水） 中日（夕刊）

19 日本学士院学術奨励賞：林 正人多元数理科学研究科教授  1.21（木） 毎日（朝刊）

20 平成28年度大学入試センター試験・ボーダーライン（河合塾予想）名古屋大学  1.21（木） 中日（朝刊）

21 数理ウェーブ：23日 伊師英之多元数理科学研究科准教授、山盛厚伺同特任助教が講演  1.21（木） 中日（朝刊）

22 この道⑮益川敏英本学特別教授：尾頭付き  1.21（木） 中日（夕刊）

23 本学とアイサンテクノロジー株式会社は共同で自動運転車の走行実験に向けての測量を幸田町で開始  1.21（木） 中日（朝刊）

24 久本直毅理学研究科准教授はセロトニンが神経再生に効果があることを線虫で確認  1.22（金） 中日（朝刊）

25 石山顕信さん医学部6年生などは文部科学省のキャンペーン「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」を独自
の企画で盛り上げる

 1.22（金） 中日（朝刊）

26 この道⑯益川敏英本学特別教授：決闘状  1.22（金） 中日（夕刊）

27 ローマクラブ共同会長名古屋大学名誉博士称号授与記念イベント「ローマクラブ会員とノーベル賞受賞者との対話」
開催：２月6日 赤﨑 勇本学特別教授、天野 浩未来材料・システム研究所教授、林 良嗣環境学研究科教授が対話

 1.23（土）
 2. 7（日）

中日（朝刊）
中日（朝刊）

28 この道⑰益川敏英本学特別教授：調べろ  1.23（土） 中日（夕刊）

29 紙つぶて：猫ちゃんの数学 四方義啓本学名誉教授  1.23（土） 中日（夕刊）

30 内田 良教育発達科学研究科准教授は文部科学省が学校でのスポーツ活動などで子供が死亡したり障害を負ったり
した事故の原因究明を迅速化するルールづくりを進めていることについて「過去の事故の教訓が生かされていれば、
防げたはずの事故が起きている」と語る

 1.24（日） 読売

31 本学で文部科学省のキャンペーン「トビタテ！ 留学 JAPAN 日本代表プログラム」の募集説明会が開かれた  1.24（日） 朝日（朝刊）

32 トラック＆フィールド講演会：23日 日本郵政グループ鈴木亜由子氏本学卒業生が本学で講演し「（五輪で）入賞ラ
インで勝負したい」と語る

 1.24（日） 中日（朝刊）

33 本学と東京大学、豊田市、足助病院が連携し、豊田市足助地区の高齢者の見守り支援や移動手段を確保するため、
タブレット端末や人感センサーを使った実証実験が始まった

 1.25（月） 読売

34 「これからの図書館をみつめて～なごやアクティブ・ライブラリー～」開催：24日 小松 尚環境学研究科准教授が
「これからのまちづくりと公共図書館」と題して講演

 1.25（月） 毎日（朝刊）
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35 この道⑱益川敏英本学特別教授：ぶつけ合い  1.25（月） 中日（夕刊）

36 凛としていきる 理系女性の挑戦：新しいたんぱく質材料を開発 鳴瀧彩絵工学研究科准教授  1.26（火） 日刊工業

37 この道⑲益川敏英本学特別教授：60年安保  1.26（火） 中日（夕刊）

38 隈本邦彦本学客員教授が名古屋市立大学薬学部でワクチン摂取問題を解説  1.27（水） 中日（朝刊）

39 この道⑳益川敏英本学特別教授：暴言  1.27（水） 中日（夕刊）

40 本学は、来月12月に打ち上げられる小型人工衛星「ChubuSat－2」について概要を発表  1.28（木） 読売

41 読売新聞講座「国連安全保障理事会改革と日本」開催：27日 読売新聞東京本社国際部柳沢亭之氏が留学生約20人
に英語で講義

 1.28（木） 読売

42 この道㉑益川敏英本学特別教授：浮気性  1.28（木） 中日（夕刊）

43 ニュースな科学：脱・化石燃料 世界に迫る 髙村ゆかり環境学研究科教授はパリ協定の意義について「国際社会が
目指す脱炭素化に向かう長期のビジョンを明確に設定したところにある」と語る

 1.29（金） 日経（朝刊）

44 社会 学校 守るべきは「命」 内田 良教育発達科学研究科准教授の柔道事故調査が取り上げられる  1.29（金） 朝日（朝刊）

45 公開講演会「立憲主義を考える」開催：２月6日 法学部第3会議室で行われる  1.29（金）
 1.30（土）

毎日（朝刊）
朝日（朝刊）

46 齋藤英彦本学名誉教授が2019年に行われる第30回日本医学会総会の協力を求め、河村たかし市長を訪ねた  1.29（金） 読売

47 この道㉒益川敏英本学特別教授：さん付け  1.29（金） 中日（夕刊）

48 のよりサロン：「スパコンが見る未来」 倫理観ある活用 必要 野依良治本学特別教授が本学学生と議論を交わす  1.30（土） 中日（朝刊）

49 この道㉓益川敏英本学特別教授：坂田研究室  1.30（土） 中日（夕刊）

50 佐々木重洋文学研究科教授は旧富山村の元教育長山崎一司氏の研究成果をについて「画期的。花祭りを考える上で、
これまでなかった意義を有する」と語る

 1.30（土） 毎日（夕刊）

51 追跡2016：名古屋城天守閣の木造復元構想 河村市長 実現へ土台固め 後 房雄法学研究科教授は「パフォーマンス
重視の政治姿勢をあらため、市制に真摯に向き合ってほしい」と語る

 1.30（土） 毎日（朝刊）

52 国公立大学２次試験出願状況：本学の志願者が1.0倍となり、前年より出足が早くなっている  1.30（土） 毎日（朝刊）
他２社

53 紙つぶて：中部への視線 四方義啓本学名誉教授  1.30（土） 中日（夕刊）

54 叙位叙勲：正四位瑞宝中綬章 杉山幸三本学名誉教授  1.30（土） 読売

55 中日新聞「リンクト」：HUMAN’S EYE 汗を流し、しなやかな発想で各論を導くことが必要  松尾総長  1.31（日） 中日（朝刊）

56 吉田英一博物館教授は高レベル放射性廃棄物の最終処分について考えるワークショップで放射性廃液とガラスを混
ぜて固めるガラス固化体などを解説

 1.31（日） 中日（朝刊）

57 この道㉔益川敏英本学特別教授：奇妙な現象  2. 1（月） 中日（夕刊）

58 「学習支援団体＊学ぼまい」講演会「WA になって学ぼまい」開催：13日 本学附属中央図書館で行われる  2. 1（月） 中日（朝刊）

59 夢のため 理系科目 猛勉強 JAXA 技術者岩田直子氏本学卒業生  2. 2（火） 朝日（朝刊）

60 この道㉕益川敏英本学特別教授：入試廃止  2. 2（火） 中日（夕刊）

61 つなぐアカデミック人脈：「未踏の材料」実現した２グループ 赤﨑 勇本学特別教授、天野 浩未来材料・システム
研究所教授が取り上げられる

 2. 3（水） 日経（朝刊）

62 消防団カレッジフェスティバル開催：11日 本学の学生らが参加する消防団の活動事例を発表  2. 3（水） 読売

63 この道㉖益川敏英本学特別教授：恋人は  2. 3（水） 中日（夕刊）

64 菊地原 守さん教育学部１年生らが「学習支援団体＊学ぼまい」を結成し活動の様子が取り上げられる  2. 3（水） 中日（夕刊）

65 国公立大学２次試験出願状況 本学全体の倍率は2.6倍  2. 4（木） 朝日（朝刊）
他２社

66 第32回博物館企画展「ボタニカルアート作品展」「伊藤篤太郞生誕150年―初めて植物に学名をつけた日本人―」 
関連イベント「菌類と伊藤篤太郎、ナメコの絵がタイプ標本になった？」開催：13日など

 2. 4（木） 中日（朝刊）

67 経済観測：最低賃金の審議 透明度高めよ 丹羽宇一郎本学名誉博士  2. 4（木） 毎日（朝刊）

68 この道㉗益川敏英本学特別教授：式の真実  2. 4（木） 中日（夕刊）

69 本学ゆかりの研究者が中心となって活動する「昆虫 DNA 研究会」（代表幹事大場裕一生命農学研究科助教）が「遺
伝子から解き明かす昆虫の不思議な世界」を出版

 2. 5（金） 中日（朝刊）

70 生きものたちの時間 吉村 崇トランスフォーマティブ生命分子研究所教授⑪：排卵時刻決める“時計”  2. 5（金） 中日（朝刊）

71 こころ：医学附属病院小児科でインターネットのビデオ通話サービスを活用し、闘病生活を送る小中学生と教師と
の交流を開始

 2. 5（金） 読売
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72 この道㉘益川敏英本学特別教授：不採用  2. 5（金） 中日（夕刊）

73 福井大学主催「ノーベル賞受賞から１年 青色 LED に続く未来へのメッセージ」開催：13日 天野 浩未来材料・ 
システム研究所教授が講演

 2. 6（土） 読売

74 この道㉙益川敏英本学特別教授：10年遅れ  2. 6（土） 中日（夕刊）

75 紙つぶて：モールス符号の哲学 四方義啓本学名誉教授  2. 6（土） 中日（夕刊）

76 病院の実力：不妊治療 医学部附属病院の治療実績が取り上げられる  2. 7（日） 読売

77 第32回博物館企画展「ボタニカルアート作品展」「伊藤篤太郞生誕150年―初めて植物に学名をつけた日本人―」開
催：4日～4月5日

 2. 8（月）
 2.10（水）

中日（朝刊）
朝日（夕刊）

78 この道㉚益川敏英本学特別教授：組合活動  2. 8（月） 中日（夕刊）

79 アジア法交流館に株式会社東海メディカルプロダクツ会長筒井宣政氏が寄贈した茶室が完成し7日に茶室開きが行
われた

 2. 8（月） 中日（朝刊）

80 この道㉛益川敏英本学特別教授：湯川先生  2. 9（火） 中日（夕刊）

81 内田 良教育発達科学研究科准教授は文部科学省が組み体操による事故が多発していることを受け対策に乗り出す
方針を決めたことについて「最優先されるべきは子どもの安全だ」と語る

 2.10（水） 朝日（朝刊）
日経（朝刊）

82 時のおもり：「１億総活躍」への違和感 池内 了本学名誉教授  2.10（水） 中日（朝刊）

83 叙位叙勲：正四位 穂積和夫本学名誉教授  2.10（水） 読売
中日（朝刊）

84 この道㉜益川敏英本学特別教授：小林 誠君  2.10（水） 中日（夕刊）

85 山岡和貴理学研究科特任准教授は本学や大同大学などが開発した小型人工衛星「ChubuSat－2」について「学生と
一緒に開発してきたのでぜひ成功させたい」と語る

 2.10（水） 朝日（夕刊）

86 名古屋市科学館は12日に H2A ロケットの打ち上げの模様を伝えるパブリックビューイングを開催し、中継前に本学
の衛星開発者による解説も実施

 2.11（木） 中日（朝刊）

87 未来材料・システム研究所はファインセラミックセンターナノ構造研究所などと共同で、電子顕微鏡向けに、電子
線のレンズ入射角の違いで生じる画像のぼけを電場の制御で補正する装置「ACF コレクタ」を考案

 2.12（金） 日刊工業

88 天文衛星「アストロ H」に本学が開発した硬エックス線望遠鏡２台が搭載されるが、精密な望遠鏡の実現を支えた
中部地方の小さな工場のものづくりの技術が取り上げられる

 2.12（金） 中日（朝刊）

89 杉山 直理学研究科教授は米国マサチューセッツ工科大学などを中心としての国際研究チームが重力波の直接観測
に成功したことについて「今回観測されたブラックホールの合体はいまだかつて観測されたことがなくすさまじい
エネルギーを放出する現象だ」と語る

 2.12（金） 中日（朝刊）

90 戦後の日本や安保法制について考える集い開催：11日 愛敬浩二法学研究科教授が講演  2.12（金） 毎日（朝刊）

91 この道㉝益川敏英本学特別教授：やろうか  2.12（金） 中日（夕刊）

92 この道㉞益川敏英本学特別教授：だめだ  2.13（土） 中日（夕刊）

93 本学とアイサンテクノロジー株式会社が共同で愛知県幸田町で自動運転の実証実験を開始  2.13（土） 日経（朝刊）

94 小澤正直情報科学研究科教授は重力波の初観測について「宇宙への新たな窓が開かれた歴史的な瞬間だ」と話す  2.13（土） 中日（朝刊）

95 内田 良教育発達科学研究科准教授は名古屋市による組み体操の指針について「どれだけ実態を検証したうえで指針
をつくったのか疑問」と語る

 2.13（土） 読売

96 ドクター井口のほのぼのクリニック：人生に迷うのは他職業と同じ 井口昭久本学名誉教授  2.13（土） 毎日（朝刊）

97 叙位叙勲：従四位 中村嘉平本学名誉教授  2.13（土） 中日（朝刊）
読売

98 紙つぶて：トレイルランニングの喜び 四方義啓本学名誉教授  2.13（土） 中日（夕刊）

99 この道㉟益川敏英本学特別教授：6種類だ  2.15（月） 中日（夕刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

2月4日（木）～4月5日（火）
場　　所：博物館２階展示室
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32回博物館企画展「ボタニカルア－ト作品展」 
「伊藤篤太郎生誕150年　 

－初めて植物に学名を付けた日本人－」
［関連特別講演会］

場　　所：博物館3階講義室
時　　間：13：30～15：00
講演題目： 「トガクシソウ－日本人によって最初に名付けられた 

学名を持つ植物」（3/19）
講 演 者：中村千賀氏（長野市立博物館分館戸隠地質化石博物館）
講演題目：「伊藤家三代－祖父篤太郞との思い出」(3/26)
講 演 者：伊藤　昭氏（元 NHK 放送技術局員・伊藤圭介の玄孫）
参 加 費：無料

2月10日（水）～5月31日（火）
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、3/22～31は17：00まで）、
　　　　　13：00～17：00（土曜日）
休 館 日：日・祝日、3月26日
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ミニ展示会 
「名古屋のセンパーイ！　大正・昭和編 

－名古屋大学全学同窓会大学支援事業②－」
内　　容： 明治4年（1871年）の名古屋大学創基から昭和22年（1947年）

の名古屋帝国大学が名古屋大学へと改称されるまでの、本学の
前身校に在学、在職した著名人に関連する、入手が困難になり
つつある古書も含めた図書、文書、写真、絵葉書等によるコレ
クションを展示公開する

2月10日（水）～3月26日（土）
場　　所：減災館
時　　間：13：00～16：00
休 館 日：日・月・祝日、第２・4火曜日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
減災連携研究センター　052-789-3468

減災館第14回特別企画展「『復興』事業を考える」

2月29日（月）～4月15日（金）、 
4月25日（月）～7月29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
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館野外観察園セミナーハウス 
サテライト展示

「博物館友の会写真サ－クル 写真展」（2/29～4/15）
「名大の蛾Ⅱ．春～夏の蛾」(4/25～7/29)

3月16日（水）
場　　所： ジュンク堂書店 

ロフト名古屋店7階ブックサロン 
（名古屋市中区）

時　　間：18：30～20：00
定　　員：30名
対　　象：中学生以上、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
特任講師　成　玖美　052-747-6527

第66回名大カフェ “Science, and Me”
講演題目：「幸せな高齢社会の経済学」
講 演 者：角谷快彦（PhD 登龍門推進室特任准教授）
内　　容： わかりにくい介護保険制度について他国と日本の比較も交え 

ながら、安心・安全なサービスの提供を持続可能にするために
何が重要なのか一緒に考える
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

3月16日（水）
場　　所： フクラシア東京ステーション 

（東京都千代田区）
時　　間：13：00～17：00
定　　員：170名
対　　象：関係者、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
特任准教授　髙橋誠一郎　052-747-6783

「ICT 活用農業 事業化・普及プロジェクト」 
平成27年度成果報告会
講 演 者：二宮正士氏（東京大学教授）
内　　容： ICT を活用し農作業の軽減や農業収入の増加を図るサービスシステムを 

開発している本プロジェクトの本年度の研究の進捗・成果を広く共有する
ことを目的とする

3月18日（金）
場　　所： 環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：10：00～16：15

［問い合わせ先］
環境学研究科
附属地震火山研究センター　052-789-3046

環境学研究科附属地震火山研究センター2015年度年次報告会
内　　容：研究成果報告、ポスターセッション、他

3月19日（土）
場　　所：文学研究科２階237講義室
時　　間：13：00～16：15（予定）
定　　員：180名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
文学研究科
教授　佐々木重洋　052-789-5983

文学研究科公開シンポジウム「人文学がつなぐ社会」
講演題目：「考古学、時空をこえたネットワーキングをめざして」
講 演 者：福永伸哉氏（大阪大学教授）
講演題目： 「現場における真の問題解決のために 

－自然科学と人文学の連携－」
講 演 者：浅沼修一（本学名誉教授）
講演題目： 「社会問題、環境問題への挑戦 

－コーディネーターあるいはエディターとして－」
講 演 者：佐々木重洋（文学研究科教授）
講演題目：「人文学に期待する社会的役割」
講 演 者：澤田法明氏（愛知県振興部地域政策課山村振興室長）、
　　　　　出口幸宏氏（株式会社 CBC クリエイションシニア・マネージャー）

3月21日（月）
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　052-789-6791

名古屋大学オープンレクチャー2016
講演題目：「現代の難民問題についてのはなし」
講 演 者：浅川晃広（国際開発研究科講師）
講演題目：「身近なプラズマのはなし」
講 演 者：石川健治（工学研究科附属プラズマナノ工学研究センター特任教授）
講演題目：「食物や植物が地獄に落ちて、苦しむ絵巻のはなし」
講 演 者：伊藤信博（国際言語文化研究科助教）
講演題目：「Twitter で読み解く人間行動のはなし」
講 演 者：笹原和俊（情報科学研究科助教）
講演題目： 「役に立つ？素粒子－軽すぎるニュートリノと宇宙線による 

大型構造物の透視－」
講 演 者：中村光廣（未来材料・システム研究所教授）
講演題目：「コウモリと私たちの生活のはなし」
講 演 者：本道栄一（生命農学研究科教授）

3月23日（水）
場　　所： 理学南館１階坂田・平田ホール、 

セミナー室
時　　間：10：00～12：30（講演会）、
　　　　　12：30～14：00（祝賀会）
定　　員：300名
対　　象：学生、教職員、一般
参 加 費：無料（祝賀会は4,000円）

［問い合わせ先］
理学研究科事務部　052-789-2394

岡崎恒子名古屋大学名誉教授 
文化功労者顕彰を祝す会
講演題目：「岡崎フラグメントと不連続複製機構－仮説が実証されるまで－」
講 演 者：岡崎恒子（本学名誉教授）
内　　容：講演、パネル討論会
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3月24日（木）
場　　所： 工学研究科創造工学研究センター

（IB 電子情報館北棟10階）
時　　間：10：00～16：00
定　　員：10名
参 加 費：400円（傷害保険料）

［問い合わせ先］
工学研究科
創造工学センター　052-789-3788

工学研究科創造工学センター 
平成27年度第2期高大連携・ものづくり公開講座（第14回）
テ ー マ：「あなたもメカニック！エンジン分解・組み立てに挑戦」
内　　容： エンジンの歴史、原理、構造等を学んだ後、模型エンジンの分解・組み 

立てと作動実験を実施し、最後にジェットエンジンの出力体感デモを行う

4月9日（土）
場　　所：博物館２階実験室、展示室
時　　間：13：00～16：00
定　　員：各20名
対　　象：小学5年生以上、一般
参 加 費：500円（保険料）

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

ミクロの探検隊Ⓡ 
「ホニュウ類の組織を電子顕微鏡で見よう」

内　　容： 生物顕微鏡、走査型電子顕微鏡を使用し、すい臓や気管などの
組織を観察し形と働きの関係を学ぶ

4月19日（火）～8月27日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日、8月13日～16日
　　　　　（6月5日臨時開館）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第22回博物館特別展 
「モンゴル大百科－ Mongolian Natural History －」
［関連特別講演会］

場　　所：博物館3階講義室
時　　間：10：30～12：00（4/30）、13：00～14：30（6/11）
講演題目：「恐竜時代のモンゴルの気候」（4/30）
講 演 者：長谷川　精（博物館特任准教授）
講演題目：「モンゴルの恐竜の姿勢と生態」（6/11）
講 演 者：藤原慎一（博物館助教）
参 加 費：無料

5月21日（土）
場　　所：博物館２階展示室
時　　間：14：00～15：00
定　　員：200名（立ち見あり）
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館コンサート NUMCo 
「モンゴルの心 馬頭琴」

演奏曲目：「スーホーの白い馬」、「草原の祝福」、他
出　　演：サランモル
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263号（2015年4月）
入学祭典での発表の様子（奇術研究会）

266号（2015年7月）
名大祭茶会（裏千家茶道部）

264号（2015年5月）
東海学生アーチェリー王座出場校決定戦

（アーチェリー部）

267号（2015年8月）
飛騨エアパークでの試験飛行 

（人力飛行機製作サークル Air Craft）

265号（2015年6月）
第81回東海陸上競技対校選手権大会 

（陸上競技部）

268号（2015年9月）
第13回全日本学生フォーミュラ大会 

（フォーミュラチーム FEM）
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269号（2015年10月）
第69回名阪戦（漕艇部）

270号（2015年11月）
稽古風景（剣道部）

271号（2015年12月）
第11回ホームカミングデイでの 
ミニコンサート（アカペラサークル JP-act）

272号（2016年1月）
練習風景（アイスホッケー部）

273号（2016年2月）
第59回定期演奏会（医学部混声合唱団）

274号（2016年3月）
練習風景（ラグビー部）
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　名大に学部から入学したのであれば、入学手続きの後、
多くの体育会運動部や文化サークルなどの説明・勧誘ブー
スが続く道、いわゆる「地獄の細道」を知らない人はほぼ
いないでしょう。現在は豊田講堂で、全学新入生歓迎実行
委員会の運営によって行われる、名大の伝統行事の一つで
す。
　ただ、この「地獄の細道」のこれまでの経緯は、実はほ
とんど分かっていません。今回は、名古屋大学体育会の機
関誌『濃緑』の記述などの数少ない史料から、その歴史を
少しだけひもといてみましょう。
　『濃緑』の体育会年間行事欄に初めて登場するのは、
1975（昭和50）年からです。それまでは、年度最初の行事と
しては、入学式が終わった後のオリエンテーションしか書
かれていませんでした。これは、部やサークルが順番にア
トラクションや寸劇を演じて、自分たちを紹介するもので
した（現在も「入学祭典」として行われています）。それ

が1975年には、入学手続きの日に「夢の細道を通ることに
なります」と書かれています。当初は地獄ではなく「夢」
の細道だったのです。
　「地獄」になったのは1980年からです。この年の『濃緑』
には「戦慄の地獄の細道を通る新入生に、各クラブからあ
れやこれやの誘いの手が。新入生にとって、最良の日 ！！」
と記されています。名前が変わった理由はよく分かってい
ません。ただ1970年代は、運動部の成績がふるわなくなり、
同時に運動部に入る学生が減少したうえ、レジャーの多様
化により部やサークルの数も増えた時代でした。新入生の
争奪戦が激化したことが考えられます。
　以前は、全学教育棟（旧教養部棟）の中で行われていま
した。狭い廊下と教室に勧誘ブースが一本道に延々と続く
様は、まさに「細道」でした。現在も、新入生の通り道が
細いのは相変わらずですが、同じ空間を行きつ戻りつして
おり、迷路のような印象もあります。

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、お問い合わせは広報渉外課（基金事務局）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　 1992年の「地獄の細道マップ」。教養部棟の１階から4階まで
細道が続いている。100を超えるブースがあり、全部通過する
には１、２時間はかかると書かれている。

２／3　1988年の様子（同年の生協入学アルバムより）。
4／ 5　2015年3月の様子（全学新入生歓迎実行委員会提供）。4

は豊田講堂１階ホワイエ、5は同１階ロビー。そのほか、同２
階ギャラリーにも細道があり、ブースを出している団体は140
にも及ぶ。

１ ２ 3

4 5

167 「夢の細道」から「地獄の細道」へ


	表紙
	目次
	ニュース
	ワイツゼッカー ローマクラブ共同会長に 名古屋大学名誉博士称号を授与 
	全学同窓会関東支部同窓会を開催
	名古屋大学基金感謝の集いを開催
	日本経済団体連合会が本学を視察
	平成28年度名古屋大学入学試験を実施

	キャンパスクローズアップ
	知の先端
	知の未来へ－若手研究者の紹介
	部局ニュース
	ルンド大学・名古屋大学合同国際シンポジウム等を開催
	グローバルメディア研究センター設立記念シンポジウムを開催
	第28回宇宙地球環境研究所年代測定研究部シンポジウムを開催
	企画展「名古屋のセンパーイ！ 明治編」を開催
	第31回企画展「北の縄文人」を開催
	モンゴル国における発達障害児支援及び特別支援教育に関する国際会議を開催
	碧南水族館においてミクロの探検隊Ⓡを開催
	第48回地球教室を開催
	第117回防災アカデミーを開催
	ICCAE 第3回オープンセミナーを開催

	定年退職される今教授のことば
	本学関係の新聞記事一覧
	イベントカレンダー
	名大トピックスの表紙で綴るサークル活動
	ちょっと名大史

