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　本学は、他大学に先駆けてセクシュアル・ハラスメ

ントガイドライン、セクシュアル・ハラスメント防止・

対策に関する諸委員会及び相談員制度を整備し、セク

シュアル・ハラスメントの防止と不幸にしてそれが起

こった場合の対策に万全を期したつもりであった。し

かし、本学はセクシュアル・ハラスメントの深刻な事

例を経験し、これらに大きな不備があることが明らか

になった。この不備を是正し、再びこのような事例を

起こさないよう、速やかに適切な措置を取らねばなら

ないことは当然である。一方で、いわゆるアカデミッ

ク・ハラスメントと指摘されるような事例も耳に入っ

てくる。

　これらのハラスメントは、大学での日常的な活動を

著しく阻害するだけでなく、被害者は精神的・肉体的

に甚大な被害を受けることになる。全ての構成員がこ

のことを常に意識して置かなければならない。

　本学の各構成員が教育・研究を初めとする大学での

活動に際し、「学術憲章」を本学の基本目標として、側

に置きつつ一層の充実への指針、自戒への指針とする

ように、ハラスメントの防止に向けて、全ての構成員

の自己規律の基本指針として、ここに「名古屋大学ハ

ラスメント防止基本宣言」を制定する。

　今後、ハラスメントの防止対策に対して、本宣言は

全ての基本として大きな役割を果たして行くことにな

るが、重要なことは、全ての構成員が本宣言に盛り込

まれた精神を常に心に刻み続けることである。

　構成員の皆様が、本宣言を側に置いてハラスメント

を一切起こさないとの強い決意でことに当たってくだ

さることを期待するものである。

名古屋大学ハラスメント防止基本宣言
の制定に当たって

副総長　　伊藤　正之

名古屋大学ハラスメント防止基本宣言制定

名古屋大学ハラスメント防止基本宣言が、１０月１６日の評議会で承認され、制定されました。
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　名古屋大学は、『学術憲章』において、「人間と社会と自然に関する研究と教育を通じて、人々

の幸福に貢献すること」を大学の使命とし、そのための研究と教育の基本目標及び社会的貢献の

基本目標を明らかにしている。また、「大学運営の基本方針」として、すべての教職員や学生の学

問研究の自由を保障するとともに、各構成員が大学の理念や目標の策定と実現に積極的に参画す

ること、自らの不断の努力によって大学の発展に寄与することを求めている。

　こうした大学運営のあり方を支える上で、大学のすべての構成員が、互いに他の者を対等な人

格と認め、その自由や権利を尊重しあうことが不可欠である。大学での日常的な活動は、個人的

な信頼関係や指揮命令に基づく協働作業とが交錯する場において行われる。しかしながら、そう

した場は、セクシュアル・ハラスメントやいわゆるアカデミック・ハラスメント等の人権侵害の

起こる空間にもなりうる。名古屋大学のすべての構成員は、このことを十分に自覚して、大学の

良好な環境の維持発展に努めなければならない。

　教育・研究活動に関わる大学運営において、地位や影響力を有する者は、それらを有効に活用

することで、すぐれた成果を挙げ大学に貢献することが期待されている。とりわけ教員は、学生

に対する教育・指導・評価といった権限を有している。しかし、そうした権限や影響力を濫用し、

又は職務を逸脱して、教育・研究指導を受ける者や職務に従事する者の人格や権利を侵害するこ

とは、決して許されない。人類の幸福に貢献するという名古屋大学の崇高な使命を全うすべく、

大学のすべての構成員は、自由と権利を享受すると同時に、厳しい自己規律を維持しながら教育、

研究、就業活動に従事すべき義務を負っている。

　他方で、ハラスメントの被害者は、深刻な苦痛を被るだけでなく、日常の生活を取り戻すまで

に長い時間を要するなど、経済上も健康上も重い負担を負う場合がある。それはまた、大学全体

にとっても大きな損失をもたらす。なぜならば、有為な人材の育成が滞り、教職員や学生の能力

が十分に発揮されないことになり、さらには、これまで名古屋大学の先人たちが築いてきた職場

や教育・研究環境を破壊することにもつながるからである。

　大学では、何よりもハラスメントが発生しない環境を作ることが大切である。しかし、不幸に

もハラスメントが生じた場合には、大学は、速やかに被害者の権利を回復し、良好な環境を取り

戻すために、当事者による自主的な解決への援助、専門家による相談、あるいは関係機関の連携

協力により柔軟でかつ適切な対応を行うなどして、誠実に問題解決に取り組まなければならない。

　名古屋大学は、以上のように、大学のすべての構成員の厳しい自己規律と誠意ある協力に基づ

き、ハラスメントの徹底的な防止と、その対策の実施に努める。

名古屋大学ハラスメント防止基本宣言
平成１３年１０月１６日制定
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○　創設記念式典及び講演会

　赤�記念研究センターの創設記念式典が、１１月２日、

工学部講会議室において、学内外から約１８０名の出席を

得て開催されました。

　同センターは、特定研究推進事業の一環として、窒

化物半導体を始めとする２１世紀の産業基盤を創成する

新材料とその特徴を最大限に生かす新デバイス創成の

ための基盤研究を推進することを目的に工学研究科に

創設されたもので、中部地区の半導体の拠点研究施設

としての活動が期待されています。

　式典は、松尾総長から、赤�名誉教授の研究の成果

とその結果が及ぼした影響等を紹介した式辞に始まり、

後藤工学研究科長の赤�名誉教授へのお礼と、今後の

同センターの発展へのバックアップについてあいさつ

の後、磯谷 文部科学省研究振興局研究環境・産業連携

課技術移転推進室長及び堀篭 豊田合成株式会社取締

役会長からの祝辞がありました。次いで、澤木 同セン

ター長から組織及び研究目的並びにＬＥＤ（発光ダイ

オード）が用いられている装置、施設等についてスラ

イドによる説明が行われました。

　また、講演会では、赤�名誉教授による「窒化物半導体

と青色発光素子研究の展開」と、招待講演者Ｂ．モネマー

教授（スウェーデン国リンショッピング大学）による「窒化物

半導体の魅力」の記念講演が行われました。

○　豊田講堂時計台の青色ＬＥＤによる照明と記念プ

レートの除幕式

　11 月２日の夕方から、豊田講堂において松尾総長か

ら赤�名誉教授と堀篭豊田合成�会長に感謝状が贈

呈されるとともに、その功績を留めるため豊田講堂壁面に

設置された記念プレートの除幕式が行われました。

　これは、赤�名誉教授の発明・開発した青色ＬＥＤ

を製品化した豊田合成�から、本学に対して豊田講堂

時計台の青色ＬＥＤ照明化及びＬＥＤ信号機補助灯が

寄附されたことに対して行われたもので、本学からは

松尾総長、伊藤副総長、後藤工学研究科長、小池事務

局長が出席しました。

　感謝状贈呈に先立ち、参加者が見守る中、豊田講堂

時計台の青色ＬＥＤ照明が点灯され、その輝きに一同

からは歓声が上がりました。

○　赤�記念研究事業の推進　

　本学では、昨年度から大学に還元されている特許実

施料（研究協力推進・インセンティブ経費）を活用し

て、赤�記念研究事業をスタートさせています。

　赤�記念研究事業は、赤�勇 本学名誉教授が工学部

在籍当時に開発した青色 LEDの国有特許実施料の活

用を図るために創設されたもので、次の３つの事業か

ら成っています。

　１．特定研究推進事業

　２．研究奨励事業

　３．産学連携推進事業

　今回の式典は、メイン事業となる赤崎記念研究セン

ターの設置に併せて挙行されたものです。

▲磯谷文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推
進室長による祝辞（赤�記念研究センター創設記念式典）

赤�記念研究センターの創設記念式典
及び記念プレートの除幕式が行われる
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　環境量子リサイクル研究センターが学内共同教育研

究施設として４月１日に設置されたことを記念して、

１０月１９日、工学研究科大会議室において、創設記念式

典及び記念講演会が１０２名の出席を得て開催されまし

た。

　近年、地球温暖化現象がますます深刻化する中、温

暖化現象の原因となる二酸化炭素を排出しない地球環

境への負荷の少ないエネルギー源が人類の将来にとっ

て重要な課題となっています。これを解決する手段と

して量子エネルギー（原子力エネルギー）があります

が、量子エネルギーを利用するためには、核燃料物質

で汚染された放射性廃棄物の処理・処分技術、リサイ

クル技術の発展・確立が不可欠であり、これらを解決

することを研究目的に同センターは設置されました。

　当日は午前９時３０分から表札上掲式が行われ、松尾

総長、伊藤副総長、小池事務局長及び河出センター長

をはじめ、多くの学内関係者が見守る中、松尾総長揮

毫による「名古屋大学環境量子リサイクル研究セン

ター」の表札が掲げられました。

　午後２時から行われた創設記念式典では、松尾総長

からセンター設置に対するお祝いのあいさつがあり、

河出センター長からは、お礼と今後の抱負を交えたあ

いさつがありました。引き続き、文部科学省 遠藤研究

振興局長（代読：佐藤学術機関課連携推進専門官）、後

藤工学研究科長の祝辞があった後、最後に、河出セン

ター長からスライドを利用してセンター紹介が行われ

ました。続いて行われた記念講演会では、アメリカ合

衆国 Ｃ．Ｍ．Ｗａ i アイダホ大学教授による「２１世紀

におけるグリーンテクノロジー」と題した講演が行わ

れ、多くの出席者が熱心に耳を傾け、質疑応答では活

発な意見交換が行われました。

環境量子リサイクル研究センター
創設記念式典が開催される

▲看板上掲式を行う、左から後藤工学研究科長、松尾総長、
河出センター長、伊藤副総長、小池事務局長

▲文部科学省 遠藤研究振興局長からの祝辞を代読する佐
藤専門官
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　工学研究科創造工学センターが、学生自らのアイ

ディアを実験する場として、また、実現へ向けての必

要な技術を学ぶ場として、平成１３年度に新築されたＩ

Ｂ電子情報館の１０階に開設されました。

　同センターは、８３２㎡ の面積を有し、工作機械、電

気・電子機器を備えた機械工作室、電気工作室のほか

に、プレゼンテーションのためのソフト・ハードウェ

アを作成可能なコンピュータスペース、「高度総合工学

創造実験」をはじめとする授業で利用できる実習室及

びＣＡＤ設計室、講習会室が用意されています。とり

わけ、「高度総合工学創造実験」は、専攻の異なる数

名の学生からなるグループごとに、企業からの非常勤

講師による指導の下、さまざまな課題に対し、グルー

プ討論、調査研究、模擬実験、研究成果発表などを通

じて発見と創造の喜びを体験するもので、平成８年度

から試行されており、平成１３年度後期からは、同セン

ターに実施場所を移し、さらに充実した大学院科目と

しての展開が期待されています。また、同センターは、

できるだけ多くの学生が課外時間にも自由に利用でき

る形態で運営することが計画されています。

創造工学センターが開設される
～大学にもの作りの場を～

▲「高度総合工学創造実験」授業風景
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　平成１３年度名古屋大学（東山地区）公開講座〔大テー

マ：あきらめない・あきらめる－継承と創造の２１世紀

－〕が、１０月１６日の講義を最後に１６回の全日程を終了

しました。

　最終講義終了後に、閉講式が行われ、伊藤公開講座

委員会委員長（副総長）から受講生に修了証書が授与

されました。

　本年度の講座は、「あきらめない・あきらめる」を

共通のテーマとし、地球環境悪化の問題、最近の青少

年問題の根底にある教育をめぐる様々な問題、リサイ

クル問題や先端技術に関するテーマなどいろいろな角

度から取り上げた講義に多くの受講者が参加し、活発

な質疑応答がみられました。

　また、遠距離等の制約のため大学キャンパスに出向

くことが困難な受講希望者等を対象とし、より多くの

地域住民に聴講してもらうため同講座の中から１０講座

を選定し、７月１日から９月２日までの毎週日曜日

（８：３０～９：００）に東海ラジオ放送によるラジオ放

送公開講座を実施しました。

　なお、来年度は、大テーマを「空間を生きる－生き

物と環境の語らい－」と設定し、開講に向けて準備を

進めており、詳細は平成１４年２月頃決定される予定で

す。

〔本年度受講者数：１６０名、修了者数：１２８名〕

公開講座（東山地区）・ラジオ放送公開講座終わる

▲伊藤公開講座委員会委員長より修了証書を授与
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　年代測定総合研究センターは、１０月２７日、２８日の２

日間、学内・市民シンポジウム「蒙古襲来の新研究」

を文学部第７講義室で開催しました。

　このシンポジウムは、長崎県鷹島海底遺跡から出土

した木石碇の年代測定に端を発して、最新の研究成果

を広く社会に伝えようとする学内の動きに呼応して企

画されたもので、遺物から情報を読みとることに焦点

をあてて、文系・理系の両面から蒙古襲来に関するホッ

トな話題を提供しました。また、十分な質問時間を設

けたこと、話題提供者と参加者が一体となった総合討

論の場を設定したこと、出土品・復元模型・ポスター

の展示説明を併設したこと、などの新しい試みも大好

評でした。中学生から年輩の方、また、歴史ファンか

ら研究者まで多方面にわたる延べ１８０名以上の参加者

を得て、話題提供及び活発な質疑応答が繰り広げられ

ました。

　総合討論では、元の日本侵攻の目的から教科書問題、

陶磁器の釉や胎土の化学組成と産地・時代との関係、

さらに長篠の戦いまで、白熱した議論が予定時間を超

えて続きました。出席者からは次回のシンポジウムに

もぜひ参加したいとの声が多く、６２名が同センターの

イベント案内を送付するメーリングリストに新規登録

されました。

年代測定総合研究センターが学内・市民シンポジウム
「蒙古襲来の新研究」を開催

▲渡辺文学研究科教授による講演
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　地球水循環研究センターにおかれているGAME国

際事務局は、１０月３日から５日にかけて愛知県産業貿

易館（名古屋市）において”The Fifth International 

Study Conference on GEWEX and Asia Monsoon”（第

５回アジアモンスーンエネルギー・水循環に関する国

際研究集会）を、COE国際シンポジウム経費の補助、

また世界気候研究計画（WCRP）、東京大学気候システ

ム研究センター、宇宙開発事業団の支援を受けて開催

しました。

　GAME（GEWEX Asia Monsoon Experiment: アジア

モンスーンエネルギー水循環観測研究計画）は、気候

変動国際協同研究計画（WCRP）の副プログラムであ

るGEWEX（全地球エネルギー水循環研究計画）の中

第５回アジアモンスーン・水循環に関する
国際研究集会を開催

の研究観測プロジェクトとして、安成 筑波大学教授を

リーダーとして進められています。GAMEの国際事務

局は平成１２年度までは旧大気水圏科学研究所に、現在

は地球水循環研究センターに置かれており、中村 同セ

ンター教授が国際事務局長となっています。この研究

集会は、GAMEの研究成果を周知・討議することを目

的にほぼ隔年で開催されているもので、東南アジアを

中心とした海外１４カ国からの７９名を含め、約１９０名が参

加しました。

　発表はポスター発表を中心に行われ、研究集会前後

にはグループ会合なども行われ、GAME計画において

大きな寄与をなすことができました。



１０

　医学部は、１０月１８日に平成１３年度名古屋大学医学部

弔慰祭を執り行いました。

　この弔慰祭は、医学の教育研究のために献体された

故人を慰霊するため、毎年行われているもので、今年

度も遺族をはじめ、教職員、学生ら約４００名が参列し

ました。

　式典では、勝又医学部長から「提供いただいた御遺

体に深く感謝するとともに、医学医療の進歩発展及び

医学部、献体者の冥福を祈り
解剖弔慰祭を挙行

▲慰霊のことばを述べる勝又医学部長

医師医学研究者の育成のために一層努力する覚悟であ

る」と慰霊のことばが述べられ、参列者は献体者の冥

福を祈りました。引き続き、解剖供養塔に関係者が参

列し、献体者の冥福を祈りました。

　なお、今回供養された献体数は、系統解剖３６体、病

理解剖５１体で、医学部創設以来の献体総数は１６，４２７体

となりました。



１１

　医学部は１０月１２日、「スポーツと健康」をテーマに、

平成１３年度医学部医学科公開講座を名古屋市公会堂で

開催しました。

  ２１世紀を迎え、高齢化社会が進むなか、遺伝子治療

や再生医療などの高度先進医療のみならず、老化によ

る障害や生活習慣病の予防はますます重要となってき

ています。そこで、今年度はパートⅠとして、体の老

化や生活習慣病とはどのようなことかを学び、運動が

どう体に役立つかを知り、少しでも生活のなかで実践

できるような講座としました。来年度にはパートⅡと

して、高血圧や心筋梗塞、脳血管障害などの予防や、

治療としてのスポーツや運動を取り上げる予定です。

  当日は、看護婦、保健婦、歯科医師、公務員、会社

員等の職種の２０代から８０代の幅広い年齢層の９０名弱が

受講し、質疑応答も活発に行われ、終了時間を大幅に

超過して閉講しました。

「老化の病態や生活習慣病」

　　　医学研究科　発育・加齢医学講座老年科学

　　　　　　　　　　　教　授   　井　口　昭　久

「骨や関節の老化と運動」

　　　医学部保健学科　基礎理学療法学講座

（司会、コーディネーター）  教　授   　猪　田  邦　雄

「運動で若々しく生きる」

　　　総合保健体育科学センター　体育科学部

　　　　　　　　　　　教　授　　島　岡　　　清

医学部医学科公開講座を開催
「スポーツと健康：パートⅠ」

～生涯健康をめざして・努力すれば報われる？～



１２

　工学研究科では、「科学研究費補助金申請に向けて」

と題した説明会を１０月２日工学部４号館講義室におい

て、若手教官を中心に約７０名の参加を得て開催しまし

た。これは、法人格の取得、基礎経費の削減と構造改

革の波が押し寄せる状況下で、工学研究科各講座に配

分される研究費が厳しい状況になりつつあり、加えて、

文部科学省が「競争的環境の整備」を掲げ、競争的資

金の拡充をさらに進める中、科学研究費補助金をはじ

め民間等との共同研究や他省庁が進める出資金事業を

数多く受け入れることが、同研究科の研究を進める上

で必要不可欠の状況となっています。これらの対策と

して、同研究科では昨年度から、外部資金導入の促進

に向けた啓蒙活動を行っており、本年度は科学研究費

補助金の申請に向けての説明会を開催したものです。

　説明会は、後藤工学研究科長から本会の主旨と若手

研究者へ激励のあいさつが行われた後、科学研究費補

助金の申請で実績を残している同研究科の坂 教授と

水谷 教授を講師に招き、「科研費申請のノウハウ」と

題して説明があり、引き続き事務手続きに関して、渡

邉経理課専門職員から申請時の注意事項についての説

明の後、質疑応答が行われました。

　説明会は、予想を上回る参加者を得て行われ、若手

研究者の研究費獲得の熱意が感じとれるものとなりま

した。

工学研究科において科学研究費補助金申請に
向けての説明会を開催

▲後藤研究科長によるあいさつ ▲坂教授による説明



１３

　１０月２４日、Indian Institute of Geomagnetism（IIG；

インド科学技術省地磁気研究所）と太陽地球環境研究

所との学術交流協定が締結されました。この学術協定

締結のために、IIG の G. S. Lakhina 所長が当研究所を

来訪し、今後の交流の詳細について打ち合わせたほか、

学生との懇談も交え、時間をかけて本学本部、同研究

所内を見学されました。

　IIG はムンバイ市に本部を置くインド科学技術省直

轄の研究所で、地磁気や電波観測、さらに理論研究を

通して超高層大気、宇宙空間、および地球内部の研究

を強力に推進しています。IIG は、１８２３年創設（世界

最古）の磁場観測所が前身で、４研究部門の他に、世

界データセンターのインド拠点の役割も担っており、

インド各地に計２３の観測所をもち、さらに南極に基地

も有しています。職員１８７名（本年９月現在）に加え、

ボンベイ大学などからの大学院生５０名を受け入れ、教

育にも力を注いでいます。IIG は、目的、組織、規模、

教育への寄与など、多くの面で同研究所と共通点があ

り、今回の学術協定締結を契機として、両研究所間の

交流がますます活発になることが期待されます。

　今回の協定により、同研究所が学術交流協定を結ん

でいる研究機関は、２月に締結された中国科学院高能

物理研究所を加えて、全部で２８機関となりました。同

研究所の研究の性質上、国際交流の充実を図ることは

必須の要素であり、この協定締結は、国際的な共同観

測、データ解析、研究プロジェクトの企画、研究者間

の人的交流などを幅広く展開していく上でも、大変に

重要な意味を持っていると言えます。

インド科学技術省地磁気研究所との
学術交流協定を締結



１４

　国際協力事業団（JICA）の招待で１０月はじめから日

本に滞在中の、ジョモケニアッタ農工大学（ケニア共

和国）のミチエカ ( 副 ) 学長が１０月１７日に本学を訪問

し、奥野副総長と懇談しました。

　ケニア、タンザニア、ウガンダの東アフリカ３カ国

の８国立大学を中心として構成される、アフリカ人づ

くり拠点（AICAD）プロジェクトの代表者であるミエ

チカ副学長は、その後、生命農学研究科（並河研究科

長）、農学国際教育協力研究センター（ICCAE；竹谷

センター長）を訪問し、今後のアフリカ人づくり（教

育協力）活動に関する協力を要請しました。

　日程の都合で翌日早朝に帰国の途につかれた同副学

長に代わり、AICADプロジェクトの正副事務局長を

務めるムワテラ博士とベリア氏が、１０月１８、１９日の２

日間、ICCAEのスタッフと両機関における今後の研究

交流活動のあり方について協議しました。両氏は、国

際開発研究科（長田研究科長）、アジア法政情報交流

センター（佐々木センター長）も訪問した他、１０月１９

日には、生命農学研究科セミナー室で、ICCAE２００１年

度第３回オープンセミナーとして、ムワテラ博士が「ア

フリカ人づくり拠点（AICAD）プロジェクトの展望お

よび日本－アフリカの大学間協力推進への期待」につ

いて講演しました。このセミナーには、岐阜大学教官

も含めて教官や大学院生ら１５名が参加し、JICAにより

取り組まれてきた従来の海外協力に関する各種プロ

ジェクトとは異なる、AICADプロジェクトの卓越性

の如何についてなど、１時間近くにわたり熱心な質疑

が行われました。

（注）アフリカ諸国の国立大学では、大統領が大学学

長に就任する例が多く、副学長が大学の実質的な最高

責任者で、日本における学長に相当します。

ケニアからジョモケニアッタ農工大学（副）学長が来学
アフリカ人づくり（教育）協力の推進につき
農学国際教育協力研究センター等と話し合い



１５

　平成１３年秋の叙勲及び褒章の受章者が発表され、本

学関係者では次の方々が受章されました。

　勲二等瑞宝章

　　　　　水野　正一　名誉教授（経済学部）

　勲二等瑞宝章

　　　　　内山　道明　名誉教授（文学部）

　勲二等瑞宝章

　　　　　永津　俊治　名誉教授（医学部）

　勲三等瑞宝章

　　　　　松尾　幹之　名誉教授（農学部）

　勲三等旭日中綬賞

　　　　　福井　　尚　名誉教授（農学部）

　勲三等旭日中綬賞

　　　　　松原　正一　名誉教授（工学部）

　勲三等旭日中綬賞

　　　　　伊藤　忠哉　名誉教授（工学部）

　紫綬褒章

　　　　　永井　美之　名誉教授（医学部）

秋の叙勲・褒章受章者が決定！
本学関係者８名が喜びの受章

　１０月２２日、PIT Chamnan 王立プノンペン大学長ら

３名が本学を訪問し、奥野副総長、長田 国際開発研究

科長、若林 同研究科教授と懇談しました。

　王立プノンペン大学とは、１９９８年１月に本学国際開

発研究科と部局間学術交流協定を締結しており、今後

の学術研究・教育のより一層の交流の促進について意

見交換が行われました。

カンボディア・王立プノンペン
大学長が来訪



１６

● 文学研究科長

神尾　美津雄

（かみお　みつお）

昭和２０年１１月生

平成１３年１１月１日発令

（略歴）

昭和４６年４月

　東北大学助手（文学部）

昭和４７年４月

　愛媛大学講師（教養部）

昭和５１年１０月

　名古屋大学講師（教養部）

昭和５４年１月

　名古屋大学助教授（教養部）

昭和５４年４月

　名古屋大学助教授

　　　（総合言語センター）

昭和５８年４月

　名古屋大学助教授（文学部）

平成２年１２月

　名古屋大学教授（文学部）

平成１２年４月

　名古屋大学教授（文学研究科）

平成１３年１１月

　名古屋大学大学院文学研究科長

　　・文学部長

　（１３.１１.１～１５.１０.３１）

本学では、平成９年１０月から医学部附属病院の教職

員に名札の着用が義務づけられ、事務局でも平成１２年

９月より全職員が名札の着用を始めました。

平成１３年９月から附属図書館、１０月からは工学研究

科においても、行政サービスの一層の向上を図るため、

名札の着用を開始しました。

職員に名札の着用広がる

工学部・工学研究科事務・
技術系職員でも着用

▲名札を付けて職務を遂行する工学研究科職員



１７

　平成１３年度名古屋大学職員創作美術展が、１０月２３日から１０月２６日までの４日間、シンポジオンホールにおいて開

催されました。

　この美術展は、職員自ら創作活動を楽しみ、美術作品等の鑑賞を奨励するとともに、潤いのある情操豊かな生活、

余暇の一層充実した活用を促し、生活に根ざした文化の普及・高揚に資することを目的として開催されたもので、

今年度で１０回目を迎えました。絵画、絵手紙、書道、写真、生け花、陶芸及び手工芸と、幅広い出展種目の多くの

力作が展示され、鑑賞に訪れた人達は、芸術の秋を心ゆくまで満喫していました。

　本号では、絵画及び絵画（絵手紙）を紹介します（出展者１名につき１点）。次号では、生け花、陶芸、書道、写

真及び手工芸を紹介します。

［出展者］（順不同）

加藤　　齊（経理部）

野口　純子（経理部）

小山　和子（経理部）

梅木　修三（学務部）

西村　伸一（学務部）

杉村　　泰（言語文化部）

林　　明美（言語文化部）

岩崎　秀雄（理学部）

吉田　静子（理学部）

渡辺　勝子（理学部）

飯田　茂乃（理学部）

永井夕香利（理学部）

森　　　妙（理学部）

杉浦　幸子（理学部）

末次紀美江（理学部）

清水志緒里（理学部）

加藤　朝子（理学部）

若原　静映（医学部）

鈴木　順子（医学部）

長縄美紀子（医学部）

井�　清司（医学部保健学科）

野村　宏之（工学部）

中村　啓子（工学部）

鵜飼モト美（工学部）

近藤　延代（工学部）

尾畑ゆかり（工学部）

大森　治美（工学部）

大木　紀子（工学部）

中村　啓子（工学部）

戸倉千惠子（工学部）

宮木　義夫（工学部）

渡邉　　繁（工学部）

大森　和彦（工学部）

門田　裕子（工学部）

新井　紀男（高温エネルギー変換研究センター）

宗雪世津子（先端技術共同研究センター）

尾関　光徳（農学部）

藤田　恵美（附属図書館）

小林　恵子（附属図書館）

金子由樹子（附属図書館）

堤　　守政（大型計算機センター）

谷口　景子（大型計算機センター）

井上　久子（総合保健体育科学センター）

宮地　和子（アイソトープ総合センター）

加藤　紘子（理工総合研究センター）

▲作品を鑑賞する小池事務局長

職員創作美術展が開催される
＜延べ３００人近い職員等が鑑賞＞



１８

－絵　画－



１９

－絵画（絵手紙）－



２０

　博物館では、野依良治理学研究科教授のノーベル化学賞受賞を記念して、「野依良治　ノーベル賞への道」をテー

マに、１１月２３日から第３回特別展を開催しています。

　今回の特別展では、野依教授に関するパネル展示等のほか、１２月１８日から１２月２７日の間、ノーベル賞メダル（レ

プリカ）も展示される予定です。

１．　開  催  日  程 平成１３年１１月２３日 ( 金 ) ～１２月２７日 ( 木 )

  ※ 休館日　毎週月曜日（ただし１２月２４日 ( 月 ) は開館）

２．　開  館  時  間 午前１０時　～　午後４時　※ 入館は午後３時３０分まで

３．　場　　　所 名古屋大学博物館　２階展示ホール（東山キャンパス内）

  ※ 入場無料

  ※ 駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください

４．　問い合わせ 名古屋大学博物館 TEL  : ０５２-７８９-５７６７

    FAX  : ０５２-７８９-５７６７

    email: dora@num.nagoya-u.ac.jp

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

第３回博物館特別展のお知らせ
２００１年ノーベル化学賞受賞記念
野依良治　ノーベル賞への道

INFORMATION



２１

INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１３年１０月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）１０．１（月）
今春本学に入学した大学院生が学
部新入生を上回る

１

読売（朝刊）１０．１（月）
教育の大地：大学院は今－名大の
場合　重点化政策　定員２倍、仕
事も２倍　

２

読売（朝刊）１０．２（火）
本学教員に「高等研究院」
年度内にも新設

３

読売（朝刊）１０．２（火）
教育の大地：大学院は今－名大の
場合　机が足りない　院生あふれ、
もう限界

４

日経（朝刊）１０．３（水）
本学にＭＢＡなど資格取得の専門
コースの設置検討

５

読売（朝刊）１０．３（水）
医学部・上田実教授のグループが
抗菌作用を持った人工皮膚の開発
に成功

６

朝日（朝刊）１０．３（水）
大学病院日誌：医者の人格と腕、
育てるのは社会
医学部・大島伸一教授

７

読売（朝刊）１０．３（水）
教育の大地：大学院はいま－名大
の場合　モラトリアム院生　研究
職も就職も狭き門

８

朝日（夕刊）１０．３（水）
大学「トップ３０」はどこ？河合
塾・旺文社が私案

９

中日（朝刊）
日刊工業

１０．４（木）
ニデックが人工眼の開発着手、研
究所長に工学研究科・八木透助手
を招く

１０

中日（朝刊）１０．５（金）
国際開発研究科で米中枢同時テロ
についてパネル討論

１１

中日（朝刊）１０．９（火）
ジャパン留学生日記：山崎川のサ
クラお気に入り
院生マット・リンリさん

１２

中日（夕刊）１０．９（火）
医学再生：医学部・上田実教授が
口の中の粘膜を培養してつくった
皮膚を移植治療に使用

１３

中日（朝刊）１０．１１（木）本学で米の報復反対講演会１４

朝日（朝刊）
他５社

１０．１１（木）
ノーベル化学賞に野依良治教授　
日本人が２年連続の快挙

１５

朝日（朝刊）１０．１１（木）
野依良治教授ノーベル化学賞受賞
に産業界も喜びの声　香料・医薬
開発に大きな貢献

１６

読売（朝刊）１０．１１（木）
野依良治教授と江崎玲於奈・芝浦
工業大学長が「ノーベル賞同士」
電話対談

１７

朝日（夕刊）１０．１１（木）
野依良治教授が白川英樹博士と電
話対談

１８

中日（朝刊）１０．１２（金）本学で「国際連合」設立方針固まる１９

新聞等名月　日記　　　　　事

毎日（朝刊）１０．１２（金）
気象学会シンポジウムで地球水循
環研究センター・金田幸恵研究員
が東海豪雨のメカニズムを発表

２０

中日（朝刊）１０．１２（金）
本学と十六銀行が産学協同でお年
寄り対象講座など高齢化に対応

２１

中日（夕刊）
日経（朝刊）

１０．１１（木）
１０．１２（金）

ノーベル化学賞受賞受け、野依教
授が非常勤取締役の高砂香料工業
など一部の関連株価が上昇

２２

毎日（朝刊）
他５社

１０．１２（金）
野依教授の快挙に研究仲間や教え
子ら４００人が祝賀会にかけつける

２３

読売（朝刊）１０．１２（金）六角形の芸術－ノーベル賞への道１２４

朝日（朝刊）
他２社

１０．１３（土）本学にロースクール ２００４年度開設へ２５

中日（朝刊）１０．１３（土）
狂牛病「シロ」でも影響深刻
　医学部・太田美智男教授「検査
『精度管理』を」

２６

毎日（朝刊）１０．１３（土）
野依良治教授ノーベル化学賞受賞
に米の恩師が称賛メール

２７

読売（朝刊）１０．１３（土）
六角形の芸術－ノーベル賞への道２
豊かさ求めた少年期に原点

２８

中日（朝刊）１０．１４（日）

大昔の人骨「何年前？」どうして分か
るの　放射線の炭素の数で測定　
年代測定総合研究センター・中村
俊夫教授

２９

読売（朝刊）
他１社

１０．１４（日）
野依教授３日ぶり“鬼”指導「君
は満足しているか」

３０

読売（朝刊）１０．１４（日）
六角形の芸術－ノーベル賞への道３
父の回想・・・幼心に誇らしく

３１

毎日（夕刊）
他２社

１０．１５（月）
野依教授に名古屋市学術表彰を贈
呈へ

３２

読売（朝刊）１０．１６（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道４
小３からマージャン熱中

３３

中日（朝刊）１０．１６（火）
芦田淳先生追悼講演会第９回セミ
ナー開催案内

３４

中日（朝刊）１０．１６（火）
こんな本を買った：新出の雑俳絵本
文学部・塩村耕教授

３５

中日（朝刊）１０．１６（火）
学生街ダンス：オシャレ率がアッ
プ“本山原人”もう過去？

３６

中日（夕刊）１０．１６（火）
文学という領土
情報文化学部・坪井秀人教授

３７

読売（朝刊）１０．１７（水）
１９日に環境量子リサイクル研究
センター創設記念式典と講演会

３８

毎日（朝刊）
他４社

１０．１７（水）
国の「５０年でノーベル賞３０人」に
野依教授「不見解」と辛口批評

３９



２２

新聞等名月　日記　　　　　事

朝日（朝刊）１０．１７（水）
大学病院日誌：野依先生の受賞、
名大の器に敬意
医学部・大島伸一教授

４０

サンケイ１０．１８（木）
ノーベル賞野依教授、政府の「無
理解」一喝

４１

日刊工業　　
他６社

１０．１８（木）
文化勲章受章者の定年２年間延長
へ

４２

読売（朝刊）
他２社

１０．１８（木）
本学が「国際連合コンソーシア
ム」の設立表明

４３

中日（朝刊）
毎日（朝刊）

１０．１８（木）
国立大で初のＰＦＩを活用して
「芸文プラザ」建設へ

４４

日刊工業１０．１８（木）
グローバル化時代の化学産業
－２１世紀に求められるもの
理学研究科・野依良治教授

４５

読売（朝刊）１０．１８（木）
六角形の芸術－ノーベル賞への道６
子供心に衝撃、導かれた化学への道

４６

毎日（夕刊）
他４社

１０．１８（木）野依教授、小泉首相と懇談４７

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

１０．１９（金）
野依教授、スウェーデン大使館に
招かれ大使から祝福

４８

中日（朝刊）１０．１９（金）
野依教授若者へ野依流“人生理
論”わが国の若い世代へ

４９

朝日（夕刊）１０．１９（金）
動きだした新世紀－東海の鼓動：
奥野信宏副総長に聞く　豊かな基
盤と潜在力で次代を担うパワー発信

５０

中日（朝刊）１０．２０（土）
１９日に環境量子リサイクル研究
センター記念式典

５１

中日（朝刊）１０．２１（日）
問われる生命理論：日常生活に根
差した学問体系として
医学部・勝又義直教授

５２

中日（朝刊）
他２社

１０．２１（日）
野依教授、地元で受賞決定後初講
演

５３

中日（朝刊）１０．２２（月）
教育学部が個人授業　教育学部と
附属中学で相乗効果

５４

朝日（朝刊）１０．２２（月）
第２１回東海・関西グライダー競技
会で本学Ｂチームが優勝

５５

日刊工業１０．２３（火）

工学研究科・水谷宇一郎教授らの
グループが超電導永久磁石による
強磁場プラズマ成膜装置の研究開
発を本格始動

５６

中日（朝刊）１０．２３（火）
２７、２８日に年代測定総合研究セ
ンターシンポジウム

５７

中日（朝刊）１０．２３（火）
こんな本を買った：２種類の校正
本　文学部・塩村耕助教授

５８

読売（朝刊）１０．２３（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道７　
灘の先鋒は「考える柔道」

５９

読売（朝刊）１０．２４（水）
名大が「芸文プラザ」民間資金活
用で構想発表

６０

中日（朝刊）１０．２４（水）
国際講演会：地球はいま－温暖化
と私たちの運命　法学研究科・加
藤久和教授が代表質問

６１

読売（朝刊）１０．２５（木）
野依良治教授から奈良県大宇陀町
の野依小学校生にノーベル賞お祝
いの返事届く

６２

読売（朝刊）１０．２５（木）
六角形の芸術－ノーベル賞への道８
相撲の美に魅せられた

６３

中日（朝刊）１０．２５（木）
テロ、空爆、日本の役割は　国際
開発研究科・佐藤安信教授が参加
してシンポジウム開催される

６４

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（朝刊）１０．２６（金）
名古屋で「産業観光 in 愛知・名
古屋」開催　奥野信宏副総長が実
行委員長を務める

６５

中日（朝刊）１０．２６（金）
医学の現場から：ＩｇＡ腎症　医学
部・前田憲志教授らの積極的治療

６６

中日（朝刊）
読売（朝刊）

１０．２７（土）理学部長に山下廣順教授を再選６７

朝日（朝刊）１０．２７（土）
文科省の国立大学構造改革方針   
東海の６国立大学長に聞く

６８

日経（朝刊）１０．２８（日）
本学など愛知県内の４年制４５大学、
単位互換へ協議

６９

中日（朝刊）
肉界（朝刊）

１０．２８（日）
来年４月、附属病院に親子関係を
重視した精神面の治療を行う「親
と子どもの心療部」を新設

７０

日経（朝刊）１０．２９（月）

東海地震の早期発生説、有力に　
理学研究科附属地震火山観測研究
センター・山岡耕春教授らが結果
をまとめる

７１

日刊工業１０．３０（火）
工学研究科・赤崎記念研究セン
ター、来月正式オープン

７２

中日（朝刊）１０．３０（火）
１１月２日にシンポジオンで日本
宇宙航空環境医学会総会の特別講
演会開催

７３

日刊工業１０．３０（火）
２１世紀“静かな科学技術”へ　
工学研究科・架谷昌信教授に聞く

７４

朝日（朝刊）１０．３０（火）
来月４日開催の第３３回全日本大学
駅伝に本学が出場

７５

読売（朝刊）１０．３０（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道９
ティータイム挟み勉強

７６

中日（朝刊）１０．３０（火）
顔：ＯＬから学生へ新たな夢膨らむ
社会人入試に合格した１年丹羽亜衣さん

７７

中日（朝刊）１０．３０（火）
国際開発研究科修士１年の呉さん
がアルバイト論文コンクールで１席

７８

日経（夕刊）１０．３０（火）
１１月から総長補佐制度導入、直
属で情報収集

７９

読売（朝刊）１０．３１（水）
１１月４日に一宮市で本学学生法
律相談所出張相談開催

８０

朝日（朝刊）
他３社

１０．３１（水）
心臓移植した工学研究科・島田俊
夫教授が笑顔で帰国「年内にも復
帰したい」

８１

中日（朝刊）１０．３１（水）
日本数学コンクールで初の親子入
賞、息子は連続Ｖ

８２

中日（朝刊）１０．３１（水）
ＮＰＯスタッフの資質向上図る
「なごやＮＰＯ大学院セミナー」の“指
導教授”に法学研究科・後房雄教授

８３

中日（朝刊）１０．３１（水）
プライマリ・ケアでよく見られる
隠れた健康問題
医学部附属病院・伴信太郎教授

８４

朝日（朝刊）１０．３１（水）
大学病院日誌：支え合う仕組み、
今こそ築く時期
医学部・大島伸一教授

８５

毎日（朝刊）１０．３１（水）
産業観光サミット in 愛知・名古
屋パネルディスカッション　　
コーディネーター：奥野信宏副総長

８６

朝日（夕刊）１０．３１（水）
近況心境：日本の果たせる役割は　
田口富久治名誉教授

８７

中日（夕刊）１０．３１（水）
第３３回中日教育賞　３人８団体に
贈呈　教育学部・安彦忠彦教授が
来賓として祝辞

８８





　本誌に関するご意見・ご要望・記事の掲載などは企画広報室にお寄せください。

総務部　企画広報室　企画広報掛

　電話：０５２（７８９）２０１６
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