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▲ノーベル化学賞賞状
　野依教授の業績である不斉合成をイメージして同教授のために作成されたものです。

▲ノーベル化学賞メダル
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ノーベル賞授賞式・受賞記念講演会

　２００１年のノーベル賞授賞式が１２月１０日午後４時３０分

から、ストックホルムのコンサートホールで行われ、

スウェーデンのカール１６世グスタフ国王から、化学賞

の賞状とメダルが授与されました。

　式は、ノーベル賞創設１００周年を記念して、江崎玲

於奈芝浦工業大学長、利根川進米国マサチューセッツ

工科大学教授、作家の大江健三郎氏及び白川英樹筑波

大学名誉教授の４名の日本人を含む歴代受賞者約１６０

名が見守る中、モーツァルトの行進曲で、野依教授ら

平和賞を除く各賞１３名の受賞者の入場で開幕しました。

選考に当たった王立科学アカデミー・ノーベル委員会

のアールバリー化学賞選考委員から、受賞理由の説明

と日本語で「皆様に心からお祝い申し上げます」と祝

福が述べられ、野依教授が青いじゅうたんの上を中央

に進み、国王から賞状とメダルが手渡されると、ファ

ンファーレが鳴り響き、約１，７００名の参加者が大きな拍

手で業績をたたえました。

　授賞式に先立ち、野依教授は、１２月８日午後零時５０

分から、ストックホルム大学アラウ・マグナ大講堂で

「不斉合成触媒－科学と可能性」と題した受賞記念講

演を行いました。

　会場には、約６００名の学生や研究者が集まり、野依

教授の流暢な英語による、不斉合成の仕組みや１９６０年

からの不斉合成の技術開発の経緯等についての話に熱

心に聞き入っていました。

　最後に「この栄誉は、多くの研究者、大学、企業な

どの支援と共同作業の結果」と約５０分の講演を結ぶと

聴衆から大きな拍手がわき起こりました。

▲野依教授と江崎玲於奈芝浦工業
大学長（７３年　物理学賞）

▲平成１３年１２月８日（土）
　受賞記念講演（ストックホルム
大学）

▲平成１３年１２月９日（日）
　受賞者を紹介する液晶画面の前で（ノーベル博物館）

野依教授ノーベル化学賞受賞　　　　　　　　　
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記念式典、記念講演会及び祝賀会が開催される

　理学研究科　野依良治教授のノーベル化学賞受賞を

祝う記念式典、講演会及び祝賀会が、１２月２６日に市内

のホテルで、遠山敦子文部科学大臣、神田真秋愛知県

知事、長倉三郎日本学士院長をはじめ産学官の関係者

約１，０００人の出席を得て開催されました。

　記念式典では、遠山大臣から、「野依教授の受賞は

日本の研究者の水準が高いことを示した。国民全体の

大きな励みとなり、誇りと希望を与えた」との祝辞が

あり、松尾総長からは感謝状及び彫刻家の原　裕治氏

が制作した胸像が贈呈されました。

　「人生は意図を超えて」と題した記念講演会では、野

依教授は分子模型やスライドを使って自らの研究内容

を分かり易く説明すると共に、幼少期、京都大学や本

学での研究生活のエピソード等をユーモアを交えなが

らに振り返り会場の笑いを誘いました。同教授は「私

の研究は瑞々しく単純明快にがモットー」、「学術は時

として小さな萌芽が大きな発展をもたらすことがあ

る」と語り、最後に「ノーベル賞は人生の目的ではな

いが大きな節目である。今後も一人の研究者、教育者

として歩んでいきたい」と締めくくりました。

　祝賀会では、恩師である野崎京都大学名誉教授、青

山文部科学副大臣らによる祝辞で始まり、野依教授は

祝福に駆けつけた関係者一人一人に御礼のあいさつを

行うなどノーベル賞受賞を祝うにぎやかなまた盛大な

会となりました。

▲受賞記念式典で挨拶する遠山文部科学大臣

野依教授ノーベル化学賞受賞　　　　　　　　　
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▲祝福に応える野依教授

▲祝辞を述べる恩師
　野崎京都大学名誉教授と微笑む野依教授

▲祝辞を述べる青山文部科学副大臣と祝福に駆けつけた
出席者

▲名大交響楽団の演奏が祝賀会を盛り上げる

▲記念講演「人生は意図を超えて」

�　記念講演会及び祝賀会　�
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▲遠山文部科学大臣と松尾総長 ▲肖像彫刻と製作者の原氏とともに

▲学生から花束贈呈 ▲母親に感謝して

▲野依教授による謝辞 ▲来場者を握手で見送る
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▲平成１３年１１月２７日（火）
　国立科学博物館で行われたパネルディスカッション

▲平成１３年１２月１７日（月）　松尾総長に受賞帰国報告

▲平成１３年１０月１８日（木）　スウェーデン大使を表敬訪問 ▲平成１３年１１月１５日（木）
　神田愛知県知事から愛知県学術顕彰の贈呈

▲平成１４年１月９日（水）
　松原名古屋市長より市学術表彰授与

▲平成１４年１月８日（火）
　小泉総理・遠山文部科学大臣に授賞式報告

�　受賞決定後の日々から　�
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▲博物館近くの「野依展」公開中を示す垂れ幕

博物館特別展「野依良治　ノーベル賞への道」

　１１月２３日から１２月２７日までの間、第３回名古屋大学

博物館特別展「野依良治　ノーベル賞への道」が開催

され、のべ３，０００名以上の入館者がありました。

　特別展終了後、展示物の多くは、引き続き名古屋市

科学館で展示されています（企画展「野依良治　ノー

ベル化学賞への道」３月３日まで）。

▲入館者と談笑する野依教授 ▲熱心に展示品を見学する入館者

野依教授ノーベル化学賞受賞　　　　　　　　　

▲展示パネルを前に（左から）野依教授、松尾総長
　及び小池事務局長
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�　博物館特別展の展示パネル（抜粋）　�
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　１２月２８日、博物館の前庭において、理学研究科　野依

良治教授のノーベル化学賞受賞を記念して、野依教授、

松尾総長、奥野・伊藤両副総長、山下理学研究科長、

足立博物館長、小池事務局長の出席の下、記念植樹と

記念碑の除幕式が行われました。

　松尾総長によるあいさつの後、野依教授と松尾総長

により「学生がいつか野依教授のようになろうと夢を

持ってほしい」との想いを託し、「アスナロ（翌檜）」

の若木の記念植樹が行われました。

　続いて、記念碑の除幕式が野依教授を始め出席関係

者により行われました。この記念碑はスウェーデン産

の御影石で作られており、石の上面には野依教授直筆

による「研究は瑞々しく、単純明快に」等の文字が、

左右の側面にはノーベル化学賞受賞の理由となった

「BINAP触媒」のモデル図が刻み込まれています。

　最後に、野依教授から御礼のあいさつが行われ、「木

を育てるには水をやり温かく育てることが大切だが、

若い学生諸君は風雪に耐え自分で育つ気概を持ってほ

しい」とエールが送られました。

記念植樹及び記念碑除幕式が挙行される

▲鍬入れを行う野依教授 ▲記念碑を前に（前列左から）小池事務局長、
　山下理学研究科長、伊藤副総長、野依教授、松尾総長、
奥野副総長及び足立博物館長ほか

野依教授ノーベル化学賞受賞　　　　　　　　　
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　内閣府、日本学術会議、社団法人中部経済連合会及

び北陸経済連合会主催による中部産学官連携サミット

が、１２月１５日に名古屋市内の産業技術記念館を会場に

開催されました。

　サミットでは、尾身幸次　科学技術施策担当大臣によ

る主催者あいさつ、神田真秋　愛知県知事による共催者

あいさつの後、産業界、大学、自治体、文部科学省及

び経済産業省の各発表者から、産学官連携の取り組み

について発表が行われました。この中で、大学側の発

表者の一人として、松尾総長から、本学における取り

組み状況について、シーズとなる研究の活性化のため

の体制づくり（高等研究院等）に努め、着々と産学官

連携を実現させつつある事例等が紹介されました。

　その後休憩を挟み、「中部における産学官連携の推進

について」をテーマに、産業界、大学及び日本学術会

議中部地区会議の代表らによりパネルディスカッショ

ンが行われ、最後に松尾総長がサミット宣言を行いま

した。

　なお、サミットに先立ち、尾身大臣は本学を訪問し、

板倉　工学研究科教授及び福田　先端技術共同研究セン

ター教授の研究室を視察しました。

中部産学官連携サミットが開催される

▲尾身大臣によるあいさつ ▲福田教授からテナガザル型ロボットの説明を受ける
　尾身大臣

▲音声認識システム実験車両を見学する尾身大臣
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　工学研究科外部評価委員会が、１２月２５日に開催され

ました。

　今回の外部評価は、工学研究科自己評価実施委員会

において実施してきた自己点検・評価及び今年度前半

に各専攻ごとに実施した外部評価委員による点検・評

価を基に、工学研究科の総括として、学外から有識者

を招き、主として研究面について評価・点検を受け、

同研究科の研究方針の助言と質的充実を図ることを目

的に行われたものです。

　開催に当たって、事前に各委員に同研究科の資料を

送付して現状等を把握していただき、当日は評価項目

を①研究体制及び研究支援体制、②諸施策及び諸機能

の達成状況、③研究活動の水準、④社会的貢献、⑤研

究の質の向上及び改善のためのシステム、⑥各専攻の

外部評価の６項目とし、後藤　研究科長、平野、松井

評議員、末松　同研究科自己評価実施委員会委員長等か

ら本研究科の取り組みについての説明が行われました。

委員からは、流動型大学院システムやテクノ・フェア

名大における活動等の全体的な研究活動について高い

評価があった一方、長期的研究目標や産官学連携等に

係る様々な課題について、多くの貴重な意見をいただ

き、今後の研究活動の指針に大きな収穫を得ました。

最後に今後も継続的に各委員から点検・評価をしてい

ただくことを依頼し、同委員会を終了しました。

　なお、今回の記録は取りまとめられ、関係者に配布

される予定です。

【外部評価委員会委員】

　豊田紡織株式会社　会長　　　　　太　田　和　宏

　関西大学工学部　教授　　　　　　園　田　　　昇

　放送大学　学長　　　　　　　　　丹　保　憲　仁

　東京理科大学工学部　教授　　　　正　田　英　介

　財団法人電気磁気材料研究所　所長　増　本　　　健

工学研究科が外部評価委員会を開催
－　実りある収穫を得て終了　－
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　１２月１日に教養教育院が設置されたことに伴い、１２

月１７日、教養教育院の門表の上掲式が行われました。

　式典では、松尾総長及び伊藤副総長（教養教育院長）

によるあいさつの後、多数の教職員等を前に、松尾総

長、伊藤副総長、奥野副総長及び小池事務局長により、

松尾総長揮毫の門表が上掲されました。

（教養教育院の設置については名大トピックスNo．

１０２に掲載されています）

　生命農学研究科・農学部は、農学部同窓会の共催を

得て、１１月３０日に農学部第１２講義室において加藤鐵夫　

林野庁長官を講師に特別講演会を開催し、教職員、大

学院学生、学部学生等２２０余名が参加しました。

　本学農学部出身で、平成１３年７月に林野庁長官に就

任された加藤長官は、「林政改革の意義と今後の課題」

と題して、我が国の森林・林業・木材産業を取巻く情

勢と問題点を、具体的な事例を挙げながら、約１時間

にわたり分かり易く講演されました。特に、今年度制

定された森林・林業基本法は、２１世紀の我が国におけ

る森林政策の根幹として、その重要性を強調されまし

た。その基本法の理念である森林の多面的機能や林業

の持続的発展は、同研究科・学部における森林や環境

に関する教育・研究の方向と密接に関わっており、参

加者はメモを取りながら熱心に聴講しました。

　公演後の質問も予定時間をオーバーするほどに活発

で、研究・教育と行政の現場をつなぐ上で大変有意義

な講演会となりました。

教養教育院の門表上掲式が
行われる

▲加藤長官による講演

林野庁長官による
特別講演会の開催
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博物館　秋の野外実習を開催

　博物館は、１１月１０日、１１日、平成１３年度オリンピッ

ク記念青少年総合センター子どもゆめ基金助成事業助

成金による「名古屋大学博物館　秋の野外実習」を開

催しました。これは、自然に親しむ機会の少ない現代

の青少年に、自然から学ぶことのすばらしさを体験し

てもらおうと企画されたもので、多数の問い合わせや

応募者があったため、参加者は抽選で決定されました。

　今回は題材として「化石」を取り上げ、初日に岐阜

県大垣市の金生山で化石の観察と採取を行い、２日目

は、採取した化石の処理を学内で行いました。金生山

は、紡錘虫（フズリナ）、サンゴ、貝類など保存の良

い化石が採取できる世界でも有数の化石産地です。参

加者のほとんどは、本物の化石を見るのは初めてで、

処理された岩石の表面に鮮やかに浮き上がった化石

（主に紡錘虫）を前に全員興奮気味でした。

　参加者は、自分たちで採取した岩石の他に、岐阜県

瑞浪市の含化石砂岩を材料に、軟質岩石中の化石のク

リーニング実習も行いました。化石のクリーニングは

根気を必要とする大変骨の折れる作業ですが、全員が

長時間にわたって一心不乱に黙々と作業を行い、最終

的には全員が、何らかの化石を母岩から掘り出すこと

に成功しました。自分たちで掘り出した化石を前にそ

れぞれ品評し合う彼らを見て、“自然離れ”と言われ

ている現代の若者にも、自然への強い興味が潜在して

いることを強く実感させられました。最後に全員に修

了証が手渡され、参加者らは自分たちで処理した金生

山の化石とその顕微鏡写真を“おみやげ”にそれぞれ

家路につきました。

　大学と社会間のインターフェイスとしての機能を目

指す博物館は、今後も、開かれた大学を社会にアピー

ルするために、このような活動を継続していく計画で

す。

▲化石の採集 ▲化石のクリーニング実習



１９

　年代測定総合研究センターは、１２月２５日と２６日の２

日間、「人類遺跡の年代測定と古代人のテクノロジィ」

を開催しました。これはオリンピック記念青少年総合

センター子どもゆめ基金の助成を受けた子ども体験活

動で、石や鉱物の特徴を最大限に利用してきた人類の

叡知に迫って驚きを喚起し、ユニークな発想や夢を育

成することを目的とするもので、学校配布の募集ポス

ターや新聞記事を通じて応募のあった小学生２２名、中

学生８名、高校生２名と保護者９名が参加しました。

　最初に人類遺跡の年代測定法の講義を聴講し、放射

性核種を利用した年代測定のコンピューターシミュ

レーションを行いました。次に石の特徴を観察して、

「昔の人は硬い石にどのように穴をあけたのか」の問

題に取り組みました。骨や竹で石に穴をあけたとの説

明を聞いても、子ども達は半信半疑の様子でした。竹

で石に穴があくかどうかを確かめるために、穴をあけ

たい場所に研磨剤を置いて、ハンドドリルに取り付け

た竹箸を回してみることにしました。ひたすら回すこ

と約３０分、最初の「あいた」という声があがり、興奮

のるつぼと化した会場から、次々と歓喜の声があがり

ました。穴あけと並行して実施した石包丁の作製も、

子どもの関心を大いに高めました。

　後日、子ども達から「昔の人が石をよく知っていた

ことがわかった」、「石の包丁や石の穴あけは大変だっ

たけど、とっても楽しかった」、「とても興味を持てた

し、楽しかった。また楽しい企画を期待しています」

等のメールや葉書が多数届けられました。

年代測定総合研究センターが体験活動を開催
－　人類遺跡の年代測定と古代人のテクノロジィ　－

▲ハンドドリルの使用法の説明 ▲石包丁の作製

▲黒曜石に竹箸であけた穴。
　小学５年生の作品



２０

文学研究科が
公開シンポジウムを開催

　文学研究科は、一般社会人・市民を対象とした公開

シンポジウムを１２月７日に同研究科第７講義室におい

て開催し、約２３０名が参加しました。

　この公開シンポジウムは、昨年７月に大学院重点化

を記念して開催されたものに続いて２回目で、今回は

「インド世界の魅力を探る」をテーマに行われました。

　シンポジウムは神尾　同研究科長からのあいさつに

始まり、次に、山折哲雄　国際日本文化研究センター

所長による基調講演「インド世界の魅力を探る－日本

との比較を通して－」が約１時間にわたって行われ、

山折所長の巧みな話術により参加者は熱心に聞き入り

ました。

　続いて、同研究科から、加藤純章教授による「大乗

の殉教者たち－般若経典の魅力－」、和田壽弘教授によ

る「論理的？それとも神秘的？－インド自然哲学の場

合－」、宮治　昭教授による「インド女神像の魅力」

とそれぞれ題した、思想・論理・美術の視点から報告

が行われました。

　最後に、山折所長及び報告を行った３名の教授が、

参加者からの質問に応える形式での討論会を行い、予

定時間をオーバーして活発な議論が繰り広げられ、盛

況のうちに閉会しました。

　なお、この公開シンポジウムは、報告書としてまと

め公表する予定です。

附属図書館で
女性セミナーを開催

　附属図書館では、１２月１１日に名古屋市千種生涯学習

センター主催の女性セミナー「文化と教育のまちめぐ

り」の一環として現地学習「まちの大学で学ぶ（３）

知識の宝庫・名古屋大学附属図書館を訪ねて」を実施

し、３１名の市民が参加しました。

　セミナーは、附属図書館５階の多目的室を会場とし、

伊藤附属図書館長のあいさつの後に、吉田事務部長が

学習・教育研究支援、地域連携、ボランティア等の大

学図書館活動についての説明を行い、３班に分けて館

内の施設見学を実施しました。休憩をはさんだ後、図

書館ホームページに接続したパソコンの画面をスク

リーンに投影し、ホームページ、電子ジャーナル、伊

藤圭介文庫及び蔵書検索システム等の電子図書館のデ

モを行いました。

　参加者からは、附属図書館の一般市民の利用手続き、

利用可能資料、利用者のセキュリティ及び学習用資料

の選書等について活発な質問があり、一般市民の大学

図書館利用についての関心と期待の高さが改めて認識

されました。

　附属図書館では、今後地域との連携を深めるために、

県や市の主催する研修会等の事業に積極的に協力して

いく予定です。



２１

　農学国際教育協力研究センターは、１２月７日、８日

の２日間にわたり、「日本のODAを考える in 名古屋　

２１世紀における国際協力のあり方」をテーマに、第３

回オープンフォーラムを開催しました。今回は、財団

法人・愛知県国際交流協会との共催で、初の学外施設

利用として、あいち国際プラザ（愛知県三の丸庁舎内）

を会場としました。フォーラムの目的は、発展途上国

に対する日本および世界の国際協力を総括し、これか

らの国際協力はどうあるべきかを議論すること、特に、

国際協力を進めるうえでの困難さが他の地域と比較し

て多い、アフリカにおける農業協力を題材として取り

上げ、具体的な改革の方向を議論することでした。

　初日の冒頭、木曽　功　文部科学省大臣官房国際課長

による来賓あいさつが行われ、文部科学省による国際

教育協力懇談会の取組みが紹介されました。その後、

「ODAの成果と今後の改革方向」をサブテーマとする

講演が行われました。

　２日目は「アフリカ農業協力から見たODA－人づ

くりの視点から」をサブテーマとし、午前中は、ナミ

ビア大学副学長　カチャビビ教授の特別講演「日本の

大学の国際協力における役割－ナミビアからの期待」

と、橋本栄治　国際協力事業団アフリカ・中近東・欧

州部長の講演「対アフリカ農業協力の課題と今後の方

向性」が、また午後には事例報告と、２日間全体の総

合討論が行なわれました。

　今回のフォーラムでは、講師陣から率直な問題提起

がなされ、参加者からも「人づくり協力」の有効な進

め方についてなど、２日間にわたって熱心な討論が２

日間にわたって行われました。

農学国際教育協力研究センターが
第３回オープンフォーラムを開催

「日本のODAを考える in 名古屋　２１世紀における国際協力のあり方」

▲文部科学省　木曽　功国際課長による来賓あいさつ ▲特別講演中のナミビア大学カチャビビ（副）学長



２２

　医学部は、１２月９日から１２月１６日、タイを含むイン

ドシナ４ヶ国の医療・保健事情を調査するために調査

団（団長：勝又　同学部長）を派遣しました。勝又医

学部長が団長を務める調査団には、文部科学省の氷山　

高等教育局高等視学官（官房企画官）及び河合　医学

教育課専門職の２名も同行され、熱心に現地の事情に

耳を傾け、文部科学省の施策について詳しく説明を行

いました。

　同学部では、これまでもインドへの医療支援をはじ

め、積極的に途上国支援を行ってきましたが、現地か

らの要請を受けて、タイ、カンボジア、ラオス、ヴィ

エトナムの４ヶ国の保健大臣をはじめ、医科大学、大

使館、国際協力事業団を訪問しました。現地では、保

健省では大臣（又は次官、長官）らと面談して、保健

事情、医者をはじめとする研究者、医療技術者等の養

成事情についてヒヤリングを行い、また医科大学では、

教育研究の実状について協議し、研究室や実験室の見

学を行いました。大使館では留学生の推薦の実状等に

ついて話し合いを持ち、国際協力事業団では現地の事

情について専門家から詳しくヒヤリングすることがで

きました。これらの中では、人材養成について日本の

大学の協力が強く要望されました。また、どの国も一

様に日本の支援を強く期待しており、日本の各大学が

行っている各種の留学生コースや、専門家の派遣に関

心を持っていました。

　医学部では、これを参考にして、文部科学省が進め

る「ヤングリーダーズプログラム」の設置に向けて今

後準備を進めていく予定です。

　一方、タイでは本学と学術交流協定を締結している

カセサート大学を訪問しました。カセサート大学は医

学部の設置を予定しており、学長オフィスの会議室で、

学長はじめ大学の執行部や関係教官との会合が持たれ、

医学部立ち上げの協力について、調査団は強く要望を

受けました。

タイでは、カセサート大学の顧問をされている斉藤哲

夫　名誉教授も、調査団と同行しました。

　また、夜には留学生の同窓会も企画され、遅くまで

歓談が行われました。同窓会長によると、野依理学研

究科教授のノーベル賞受賞が職場でも話題になってい

たとのことでした。

医学部が途上国保健事情視察団を派遣

▲ラオス保健省大臣との面談 ▲ベトナム保健省次官との面談



２３

渡邊文学研究科教授に大韓民国
木浦大学校から感謝牌贈呈

　１２月２６日、大韓民国木浦大学校において、魯同大学

校総長から渡邊文学研究科教授に感謝牌が贈呈されま

した。

　この感謝牌は、同教授が平成３年６月に提携された

文学部と木浦大学校人文科学大学との部局間協定（平

成１１年５月大学間協定となる。）締結に尽力されたこと、

及び両校の交流と学問発展に寄与した功績を讃え、贈

呈されたものです。

会計事務に関する教官説明会を
開催

　１２月１０日、「会計事務に関する教官説明会」及び「会

計事務職員特別研修」が開催されました。

　これは、会計法令、会計手続きの仕組み、外部資金

制度及びその執行、更に公務員倫理、服務及び懲戒制

度について解説し、もって、国費の厳正な取り扱いに

ついての認識と理解を得ることを目的とし、平成１２年

度から実施されているものです。

　本年度の「会計事務に関する教官説明会」は、主に

科学研究費補助金（研究２）の研究代表者を対象とし

て１０２名が受講し、国費の厳正な取り扱いと科学研究費

補助金の適切な執行についての確認を深めました。

　また、「会計事務職員特別研修」は、平成１２年度未

受講者を対象として９１名が参加し、会計事務の適正な

執行についてモラル及び倫理観の確立を促しました。



２４

第２４回OB・職員懇談会が
開催される

　第２４回OB・職員懇談会が、１２月７日、シンポジオ

ンホールにおいて開催され、OB８９名、現職４２名が出席

しました。

　この懇談会は、本学OB（課長補佐、事務長補佐、

専門員以上の職にあった者で、離職又は転出した職員）

と本学の事務局長はじめ部長・課長・事務長等との相

互の交流を深め、また本学の運営に資することを目的

として、昭和５３年から毎年開催されているものです。

　懇談会は、伊藤副総長による本学の現状等の報告を

兼ねた歓迎のあいさつから始まり、山本　�　元事務局

長（学校法人三浦学園監事）及び内田弘保　元事務局

長（文化庁顧問）から、思い出話を交えたあいさつが

行われた後、小池事務局長の発声で乾杯しました。

　懇談会では、会場のあちこちで会員らが旧交を温め、

また西尾理弘　元事務局長（出雲市長）からの近況報

告が行われるなど、終始和やかな雰囲気で懇談が行わ

れました。

退職者へ永年勤続者表彰が
行われる

　平成１３年１２月３１日付けで退職された　大橋康彦　医学

部総務課第一庶務掛長への名古屋大学永年勤続者表彰

式が１２月２７日、総長室において行われ、松尾総長から

被表彰者に表彰状と記念品（花瓶）が手渡されました。

なお、大橋掛長は、昭和３５年５月に本学に奉職以来、

４１年８月にわたり大学行政の遂行に尽力されました。

▲総長、事務局長らに囲まれ記念写真に収まる被表彰者



２５

　１２月１４日、平成１３年度消防訓練が

実施されました。

　これは、防火意識の向上及び消防

設備等の十分な理解を得ることを目

的に、事務局が実施したもので、事

務局各部局の職員が参加しました。

　参加者は始めに防災ビデオを鑑賞

した後、事務局内の消防設備につい

て概要説明を受け、実際に設備が設

置されている場所で機能、取扱方法

について説明を受けました。その後、

事務局２号館前で屋内消火栓を使用

した放水訓練を行い、引き続き、駐

車場において消火器による消火訓練

を行いました。折からの強風により、

放水訓練では水飛沫を、消火訓練で

は消火器の白煙を浴びながらも、参

加者は実践を想定した訓練に励みま

した。

　また、１２月２０日には、事務局によ

る東山地区の屋外清掃が行われまし

た。

　小池事務局長をはじめとする事務

局構成員が６班に分かれて東山キャ

ンパス全体に散らばり、路上、芝生、

市道、側溝等の空缶、紙くず、枯葉

等を分別して収集するなど、新年を

前にキャンパスの美化に努めました。

事務局で消防訓練及び
屋外清掃を実施

▲消防訓練 ▲屋外清掃

●経理部長

長谷川正文

（はせがわ　まさふみ）

昭和２５年２月生

平成１４年１月１日発令

（略　歴）

昭和４３年４月

　文部省採用

平成元年４月

　佐賀医科大学総務部会計課長

平成３年４月

　文部省大臣官房会計課契約専門官

平成４年４月

文部省大臣官房会計課国立学校特

別会計調査官

平成６年４月

文部省学術国際局研究助成課研究

協力室研究協力専門官

平成８年４月

　文部省大臣官房会計課専門員

平成９年４月

　文部省大臣官房会計課経理班主査

平成１０年４月

　長崎大学経理部長

平成１２年４月

　東京医科歯科大学経理部長

平成１４年１月

　名古屋大学経理部長



２６

スーパールイス酸、　　　　　　　　
　　　スーパーブレンステッド酸触媒

工学研究科　山　本　　　尚　

　平成８年から科学技術振興事業団（JIT）の戦略的

基礎研究推進事業（CREST）の研究領域「単一分子・

原子レベルの反応制御」に研究課題「次世代精密分子

制御法の開発」で参加させて頂き、さらに平成１３年４

月からは引き続いて「基礎的研究発展推進事業」で継

続して研究を推進してきました。その間の研究のあら

ましを出来るだけ平易に紹介します。

　有機化合物が反応して別の化合物に変化する様式の

ひとつに、化合物を水素イオン（H＋）や金属触媒（M＋）

によって活性化する方法があります。生物界ではこの

反応は一般に大きな、複雑な構造の酵素で効率よく行

われています。酵素は一般に大きな分子であり、極め

て精密に基質に対する水素イオンや金属の位置と反応

性が規制されています。私たちはこれを如何にしてシ

ンプルな人工のシステムに置き換えることができるか

を目標に研究を進めてきました。わかりやすい説明の

ために不斉合成を例に取ってみます。

　例えば、カルボニル基には炭素と酸素の二重結合か

ら出来ています。この官能基はひとつの平面上に炭素

と酸素原子が乗っています。この官能基の酸素原子に

水素イオンや金属イオンが配位します。これによって

カルボニル基が活性化されるのです。活性化した後で、

他の有機物がこの官能基を攻撃すれば新しい有機化合

物が誕生することになります。その際面の上からの攻

撃か、面の下からの攻撃かを区別すれば生まれてくる

新しい分子は光学異性体になります（図１）。

　同じことが、炭素炭素二重結合でも実現可能です。

やはりかたちのある水素イオンを用いて二重結合の面

を区別することが出来ます（図２）。

　私たちはこうした化合物の面を区別できる酸触媒を

分子設計することが可能ではないかと考え、１９８５年に

はカルボニル基に対して面を区別する反応を世界に先

駆けて開発しました。この触媒の成功に力を得て、ア

ルミニウム触媒や、ホウ素触媒へとそのコンセプトは

拡大していきました。現在ではこうしたキラルルイス

酸触媒の研究は有機合成のひとつの研究分野となって

います。また、最近では炭素と炭素の二重結合を区別

する新しい触媒を見いだしました。二重結合の面を光

学活性なブレンステッド酸で活性化するものであり、

これも世界で初めての例となりました。これらの触媒

のことをスーパールイス酸触媒、スーパーブレンス

テッド酸触媒と名付けています。

　その後、こうしたルイス酸（金属の酸）、ブレンステッ

ド酸（水素イオン）は光学活性化合物を合成するため

だけでなく、今後の環境に優しい化学プロセスの開発

を進めてゆく上で無くてはならないものとなってきま

した。これらの触媒が環境に優しい化学プロセスの開

▲図１　カルボニル基への付加 ▲図２　二重結合への付加
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やまもと　ひさし

昭和１８年兵庫県神戸市生まれ。

昭和４２年京都大学工学部工業

化学科卒業、昭和４６年ハー

バード大学大学院博士課程修

了。京都大学助手、同講師、

ハワイ大学准教授を経て、昭

和５５年名古屋大学助教授、５８

年教授。平成１２年から情報メ

ディア教育センター長。IBM科学賞（昭和６３年）、服

部報公賞（平成３年１０月）、中日文化賞（平成４年）、

スイス連邦工科大学プレログメダル（平成５年）、日

本化学会賞（平成７年）、東レ科学技術賞（平成９年）、

ティシュラー賞（平成１０年）、フランス化学会グラン

プリ（平成１４年）受賞。

発に必要な諸要素を備えていることが明らかになって

きたからです。すなわち、少量の触媒で所望の反応を

効率よく進行させ、多くの溶剤や、熱量を必要とせず、

しかも、不要な副生成物を作らないプロセスの実現で

す。完全反応と言ってよいほどの本当にクリーンな化

学プロセスは今後の化学工業に不可欠であり、その実

現が望まれていますが、ルイス酸触媒やブレンステッ

ド酸触媒のいくつかはこした条件を満たすものです。

また、分子性であるが故に、様々な分子設計が可能で

あり、最善最適の触媒設計を目指して様々な試みを行

うことが出来るのも魅力のひとつです。たとえば、私

たちが最近開発したハフニウムエステル化触媒はこれ

までの酸触媒とは違い、比較的低温でアルコールとカ

ルボン酸から定量的にエステルが得られます。また、

高分子に担持したスーパーブレンステッド酸触媒は

様々な反応を触媒することが明らかになってきました。

２１世紀には今後こうした様々な反応触媒の開発が必要

です。化学の立場から環境問題を解決するうえで、よ

くデザインされたスーパールイス酸、スーパーブレン

ステッド酸は貴重な役割を演じると信じています（図

３）。

　CREST研究では、八島教授にご協力頂きました。

SORST研究では山本の他、石原助教授、斉藤助手、

星野研究員ほか、生物機能第４講座所属の大学院学生

で研究を進めています。

▲図３　私たちが開発したスーパールイス酸、スーパーブ
レンステッド酸触媒
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国際教育交流担当職員長期研修プログラム
（LEAP）に参加して

総務部国際交流課　横家　奈美　

　平成１３年６月９日から平成１４年６月２日まで約１年

間の予定で、国際教育交流担当職員長期研修プログラ

ムにより米国に滞在しています。これは、「国立大学

等職員のための、語学及び国際交流実務等に関する研

修」（Long-term Educational Administrators Program 

for International Exchange、略して LEAP）で、平成

１１年度までは日米教育委員会により行われていました

が、平成１２年度より文部科学省（当時文部省）事業と

なったプログラムです。平成９年からはじまったこの

研修も、５年目を迎え、当初４名だった参加者も今期

は１４名で、全国各地の国立大学職員が参加しています。

本学からは職場の皆様のご協力により、今期は私が参

加させていただいています。

　本プログラムは大きく前半と後半に分かれており、

前半の平成１３年１２月までは、モンタナ州ボーズマンの

モンタナ州立大学で語学研修とアメリカの国際教育の

概要を学び、後半の平成１４年１月からは全米各地の大

学に１名ずつが分かれ、実務研修となるインターン

シップを行います。最後に５月２６日から開催される国

際教育者協会（NAFSA）年次総会に参加しプログラ

ム終了となります。

　今年６月に渡米してから早４ヶ月が発ちます。出発

前に期待した４ヵ月後の理想の姿と現実とを比べる

と・・・残念ながら理想には遠く及びません。しかし、

生まれてはじめての長期海外生活を体験し、少なくと

もたくましくなってきている自分を感じます。今回は

モンタナで４ヶ月過ごした感想などをまとめてお伝え

したいと思います。

ボーズマン、モンタナ州という地

　モンタナ州がどの辺りに位置するかご存知でしょう

か？アメリカ北西部、北部はカナダとの国境に接し、

西部はロッキー山脈が南北に走る、アメリカで４番目

に大きな州です。日本の国土とほぼ同じ広さ持つこの

地は“Big Sky Country”とも呼ばれています。その青

く大きな空のもとにはおよそ８５万人が住み、二つの国

立公園、数々の国立野生動物保護区などが存在し、ど

こまで行っても小麦畑、牧場か、手つかずの土地が無

限に広がっています。

　モンタナ州立大学のあるボーズマンは，人口約３万

人のうち半数は大学関係者が占める大学町です。州の

ほぼ南部中央に位置し、ロッキー山脈、美しい川々、

澄んだ空気につつまれています。治安の良さや自然の

美しさは、住み、働き、勉強するのには“The Last Best 

Place”であると人々を魅了しています。初めてこの町

に来て驚いたことは、地元の人々の多くが、見知らぬ

人にすれ違っても“Hi”と笑顔で声をかける人懐っこ

さでした。また、前述の大自然に囲まれているため、

アウトドアスポーツのメッカであり、夏はハイキング、

カヌー、フライフィッシング、ラフティングなど、冬

はスキー、スノーボードなどが楽しめます。そして、

有名なイエローストーン国立公園まではわずか車で２

時間の距離です。

ホームステイとドミトリー

　渡米してから最初の２週間は一般家庭にホームステ

イしました。ボーズマンでの住居環境はゆったりと一

軒家に暮らす家庭が一般的で、外国人留学生は多くの

家庭で受け入れられています。私の滞在した家庭はシ

ニアの夫婦と猫２匹という家族構成でした。ホスト

ファーザーは退職後、地域のボランティアに熱中、ホ

ストマザーは在宅勤務、共にモンタナの大自然を満喫
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し生活を楽しむ、という絵に描いたようなすばらしい

ご夫婦でした。アメリカ到着後の１週間は時差ぼけと

高山病（ボーズマンの標高は約１，５００ｍ）、カルチャー

ショックで苛まれていました。しかし、最初の週末に、

彼らの趣味であるイエローストーン国立公園での動物

ウォッチングに連れて行ってもらった際、すばらしい

大自然に魅せられ、抱えていたストレスはすっかり吹

き飛びました。毎晩の夕食の団らんや週末を共に過ご

したことにより、たった２週間でいつでも気兼ねなく

訪問できる「我が家」をここに得ることができました。

　ホームステイ終了後はキャンパス内の大学院生・研

究者用の単身用ドミトリーに引越し、現在は自転車で

通学しています。ここはボーズマンでも珍しい９階建

てのタワーで、７階にある私の部屋からの眺めはすば

らしく、キャンパス全体が一望でき、その向こうには

１０月現在、すでに雪の積もっている周辺のロッキーの

山々が見渡せます。

　町に公共交通手段はなく、車のない学生にとって、

日常生活での移動手段は徒歩か自転車です。食料品

スーパーなどへの買い物も、マウンテンバイクを２０分

ほど走らせ、バックパックいっぱいに詰め込み運ぶ、

といった日本では考えられないような生活も、こちら

では当たり前です。とはいっても雪の積もる真冬には

どうなるかわかりません。雪に包まれた銀世界、未だ

かつて体験したことのないマイナス何十 ℃ の世界が

間もなくやって来ます。名古屋で生まれ育った私には

期待と不安でいっぱいです。

ACE Language Institute でのインターンシップ

　プログラム前半のモンタナ州立大学では語学レベル

に応じてインターンシップを行うことができます。私

は語学研修先でもある大学隣接の語学学校（ACE：

American Cultural Exchange, Language Institute）で

７月からインターンをしています。

　ACEはモンタナ州立大学とは別組織の非営利国際

教育財団で、ほかにもシアトルなど数カ所提携校があ

ります。建物はキャンパスのすぐ隣に位置し、小さな

一軒家を借りています。２つの小さなオフィスと２つ

の教室、あとはコピー機や教材のあるスペースがある

ぐらいで、語学学校というより日本でいう個人経営の

学習塾のようなこぢんまりとしたアットホームな雰囲

気です。ここでは全クラスの授業は行えないので，大

学キャンパス内の教室も使っています。約５０人の学生

は大学院や学部入学準備、語学留学など目的はさまざ

まで、国籍は日本人、韓国人が半数以上を占め、残り

はアジア、南米、アフリカなど国際色豊かです。

　現在はStudent Service and Enrollment Coordinator

のインターンとして週約２０時間働いています。仕事内

容は学生サービスに関することが多く、具体的には新

入学生のためのオリエンテーションの準備、キャンパ

スツアーの同行、新入学生及び帰国前の学生インタ

ビュー、オフィスでの電話応対、学生ファイルの整理、

授業とは別に行っているレクリエーション行事（ハイ

キング、パーティーなど）のアレンジのお手伝いなど

です。特に、英語力が十分でない日本人新入学生のた

めの通訳や、相談ごとはオフィスにとっても私にとっ

てもお互い有益であると言えます。

　ここまで読まれた方は、私の米国生活には全く問題

がないと思われるかもしれません。しかし、実際はイ

ンターンとしてのスタートは順調にはいきませんでし

た。最初のうちは、ACEの学生であり、インターンで

もある自分の立場の位置づけがあいまいで、戸惑いな

▲ACE前で LEAPERたちと（右端が筆者）
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がらの挑戦でした。上司に、“Be more independent !”

と警告された事もあります。ただ、その出来事により

日米の職場環境の大きな違いを学びました。アメリカ

ではたとえインターンでも一人前のスタッフとして独

立して業務を行うこと、自分の行動には責任をもつこ

とが求められます。そしてどんな意見であれ、尊重さ

れる分、自分の意見を持ち、それを主張することが重

要となります。『郷に入っては郷に従え』といえども

言葉の壁もあり、スムーズに物事を進められないこと

も時折あります。

　しかし、その分多くのことを学べます。例えば電話

の対応、上司と部下との関係、アメリカ人の仕事の進

め方、ものの考え方です。日本のやり方とは全く異な

ることが私にはとても新鮮であり、今までとは違った

ものの見方に触れることができ、度々考えさせられま

す。そして何よりも嬉しいことは、インストラクター

を含めたACEのスタッフ全員が、私をスタッフの一員

として温かく受け入れ、仕事を任せてくれていること

です。

コロキウム

　９月以降から毎週金曜日に研修生１４人のために特別

講義（コロキウム）を受講しています。このコロキウ

ムはモンタナ州立大学のインターナショナルオフィス

（OIP, Office of International Programs）の主催によ

るもので、OIP のディレクターやスタッフ、他大学の

国際教育交流分野のスペシャリストをゲストスピー

カーに迎え、３時間にわたって内容の濃い講義を受講

しています。現時点で６回目のコロキウムを終え、ど

の回もとても充実したものでしたが、特に印象に残っ

たものは、ユタ大学のインターナショナルオフィスの

ディレクターによる、同大学の持つ留学プログラムに

ついての講義でした。短期留学プログラム（派遣）を

作り上げていく過程や、予算の組み方について実践的

に学ぶことができました。また、同大学のあるソルト

レークシティーで冬季オリンピックが２００２年に行われ

るということもあり、大学の宣伝をウェブサイトなど

により盛んに行い、外国人留学生獲得に力を入れてい

るということも印象的でした。

　研修期間の３分の１を終え、アメリカでの生活は残

り約８ヶ月、モンタナ州立大学での研修は２ヵ月半と

なりました。１日、１週間、１ヶ月と日々めまぐるし

く過ぎていき、毎日がチャレンジ、行動あるのみです。

そして、毎日の出来事は、些細なこと、トラブルなど

も含め、すべてが貴重な異文化体験です。研修中、で

きるだけ多くを体験すること、外国人、留学生の立場

としてのものの見方を学ぶこと、自分自身を発見する

ことが現在の目標です。そして研修後、この体験を大

学での業務にどのように役立てるかが今後の課題です。

（平成１３年１０月）

（つづく）
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INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１３年１２月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

朝日（朝刊）１２．２（日）
野依良治教授と大阪大学・岸本忠
三学長が対談　日本は「ノーベル
賞大国」をめざすのか

１

読売（朝刊）１２．３（月）
弓道・東海学生新人戦で男子B
チームが優勝

２

中日（朝刊）１２．３（月）
化学は美しい－ノーベル賞野依さ
んの原点：バウハウス　感じ取る
力挑戦の支え

３

朝日（朝刊）１２．４（火）
ノーベル賞１００周年記念行事に日
本からは今年受賞の野依良治教授
を含め５人が出席

４

中日（朝刊）１２．４（火）
化学は美しい－ノーベル賞野依さ
んの原点：指揮者　広い視野持つ
リーダー役に

５

読売（朝刊）１２．４（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
米留学、熱い研究予感

６

読売（朝刊）１２．５（水）
科学研究オープンシンポジウム開催
される　「大学と会社」でシンポ

７

読売（朝刊）１２．５（水）
７日に農学国際教育協力研究セン
ター主催でオープンフォーラム開催

８

中日（朝刊）１２．５（水）
学生の視点で企業分析　本学と愛
知淑徳大の学生ら３０人が９日に発
表会

９

中日（朝刊）１２．５（水）
化学は美しい－ノーベル賞野依さ
んの原点：父の背中　科学者と開
発者２つの“顔”

１０

中日（夕刊）
他２社

１２．５（水）
野依良治教授がノーベル賞授賞式
へ出発

１１

中日（朝刊）１２．６（木）

子育て・教育セミナー①
今の子、飢餓感が必要
教育発達科学研究科
・梶田正巳教授

１２

中日（朝刊）１２．６（木）
化学は美しい－ノーベル賞野依さ
んの原点：英語のメモ『世界』視
野に研究

１３

読売（朝刊）１２．６（木）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
研究漬け“毎日が２８時間”

１４

日経（朝刊）１２．６（木）
１５日、名古屋で「中部産学官連
携サミット」開催
サミットに松尾総長が参加

１５

中日（朝刊）１２．６（木）
名古屋市西区で「資源循環型生産
システム国際シンポジウム」開催
本学も実行委員会の主催として参加

１６

中日（夕刊）
他３社

１２．６（木）
野依良治教授がノーベル賞授賞式
で現地入り

１７

新聞等名月　日記　　　　　事

科学１２．７（金）
学術研究の明日を語る会開く
野依・白川氏ら活発議論

１８

朝日（夕刊）
他５社

１２．７（金）
本学に「野依国際研究センター」
新設へ

１９

日経（朝刊）
他５社

１２．８（土）
ノーベル賞授賞式控え野依良治教
授が記者会見

２０

朝日（朝刊）１２．８（土）
１月１１日東京・有楽町朝日ホール
でノーベル化学賞受賞記念講演

２１

読売（朝刊）１２．８（土）
アトピー性皮膚炎、体質理解し対策を
医学部・早川律子教授に聞く

２２

日経（朝刊）
他５社

１２．９（日）
野依良治教授、ノーベル賞受賞記
念講演

２３

朝日（朝刊）１２．９（日）
「第三の耐性菌」アシネトバクター
広がる

２４

中日（夕刊）
他３社

１２．１０（月）
野依良治教授ノーベル賞授賞式前
に会見「ここまで４０年かかった」

２５

読売（朝刊）
他５社

１２．１１（火）
野依良治教授ノーベル賞授賞式
国王からメダル・賞状を授与

２６

日刊工業１２．１１（火）
文部科学省施策、本学に野依国際
研究センター　国際力増強へ整備

２７

読売（朝刊）１２．１１（火）
今、一番尊敬できる父　長男の記
者が見た野依教授

２８

読売（朝刊）１２．１１（火）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
留学中は親交の日々

２９

読売（朝刊）１２．１１（火）
来年４月から本学にMBAコース
開設、フランスの国立ポンゼショ
セ工科大学と連携

３０

中日（朝刊）１２．１１（火）
こんな本を買った：西山宗因の自
筆句分　文学部・塩村　耕助教授

３１

読売（朝刊）１２．１２（水）
ノーベル賞１００年を語る
野依良治教授囲み座談会

３２

読売（朝刊）１２．１２（水）
野依良治教授ノーベル化学賞受賞
記念シンポジウムの概要

３３

朝日（朝刊）１２．１２（水）
大学病院日誌：今も忘れられぬガ
ン患者さんの言葉
医学部・大島伸一教授

３４

朝日（朝刊）１２．１２（水）
工学教育の未来を考える－中部地
区６大学座談会　工学研究科長・
後藤俊夫教授が参加

３５

東愛知１２．１２（水）「豊川キャンパス構想」白紙に３６

朝日（夕刊）１２．１２（水）
近況心境：学ぶ楽しさ子供たちに
年代測定総合研究センター長・鈴
木和博教授

３７

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

１２．１３（木）
経済学研究科にMBAコース開設、
フランスポンゼショセ工科大学と連携

３８



３２

新聞等名月　日記　　　　　事

毎日（朝刊）１２．１３（木）
野依良治教授、ノーベル賞賞金受
け取る「寄附するつもり」

３９

読売（朝刊）
他２社

１２．１３（木）
本学を含む愛知県内４４大学で単位
互換制度

４０

読売（朝刊）１２．１３（木）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
互いに磨く“５人衆”

４１

日刊工業１２．１３（木）
実例に見る知的財産権問題：特許
とノーベル賞
群抜く野依氏の出願件数

４２

中日（朝刊）
読売（朝刊）

１２．１４（金）
スウェーデンの少女達が野依教授
を歌声歓待

４３

中日（朝刊）１２．１４（金）
イスラム点描：婚姻契約書
万事に備え『婚資金』も国際開発
研究科・中西久枝教授

４４

朝日（朝刊）１２．１４（金）
インフルエンザ脳炎・脳症にご注意
厚生労働省研究班長・森島恒雄教
授に聞く

４５

読売（朝刊）１２．１４（金）
ノーベル賞１００周年座談会
野依良治教授「努力の継続、飛躍
生む」

４６

中日（夕刊）１２．１４（金）
名大応援団４０周年式典にOBら７０
人が参加

４７

中日（夕刊）
１２．１５
（土）

野依良治教授、疲れ見せず熱弁　
イエーテボリでノーベル賞受賞記
念講演

４８

中日（夕刊）１２．１５（土）
研究進むがん治療　附属病院・木
全秀人医師

４９

日経（朝刊）
他２社

１２．１６（日）中部産学官サミット開催される５０

読売（朝刊）
他３社

１２．１７（月）
「左右巻きの貝」賞状を手に野依
良治教授が帰国

５１

読売（朝刊）１２．１７（月）
「読売・大学中部地区懇話会」第
２回懇話会開催
小池事務局長が参加

５２

朝日（夕刊）
他５社

１２．１７（月）
野依良治教授が松尾総長に帰国報
告

５３

中日（朝刊）１２．１８（火）
２２日に数学連続講座「数理ウエー
ブ」開催

５４

日刊工業１２．１８（火）

立松財団が本年度後期の海外調査
研究助成対象を発表工学研究科博
士２年・金森成志、理工科学総合
研究センター・守友浩助教授、工
学研究科・辻義之助教授、工学研
究科・吉田隆助手、工学研究科博
士２年・小尻智子、難処理人工物
研究センター・式田光講師、工学
研究科・佐藤一雄教授

５５

中日（朝刊）１２．１８（火）

教育学部・蔭山英順教授が会長を
務める『被害者サポートセンター
あいち』が早期援助団体指定１号
目指し準備進める

５６

中日（朝刊）１２．１８（火）
こんな本を買った：津田休甫の短冊
文学部・塩村　耕助教授

５７

新聞等名月　日記　　　　　事

日刊工業１２．１８（火）

２００１年度科学技術振興事業団若
手個人研究推進事業決まる－上－
本学からは生命農学研究科・新美
輝幸助手、工学研究科・石島秋彦
助教授が選ばれる

５８

中日（夕刊）１２．１８（火
野依教授効果？人気急上昇　河合
塾模試で理学部の志望者増

５９

読売（朝刊）１２．１９（水）
ノーベル賞の輝き展示　博物館に
ノーベル化学賞のレプリカメダル
と賞状の写真が展示される

６０

中日（朝刊）１２．１９（水）
２８日にノーベル化学賞受賞を記
念して構内に植樹

６１

日刊工業１２．１９（水）

２００１年度科学技術振興事業団若
手個人研究推進事業決まる－下－
本学からは生命農学研究科・青井
啓悟助教授，工学研究科・守友浩
助教授が選ばれる

６２

読売（朝刊）
中日（朝刊）

１２．２０（木）
次期法学部長に河野正憲教授、農
学部長に山本進一教授、工学部長
は後藤俊夫教授が再任

６３

朝日（朝刊）
読売（朝刊）

１２．２０（木）
地震の「ホームドクター」担います
地震火山観測研究センター・藤井
直之教授らの取り組み

６４

読売（朝刊）１２．２０（木）
教育の大地－変革の嵐：求む大胆
発想　本学総長補佐９人「トップ
ダウン」へ布石

６５

日刊工業１２．２１（金）
夢を現実に－新世紀の先端技術　
医学部の医療再生プロジェクト

６６

読売（朝刊）１２．２１（金）
２００１年読者が選んだ日本１０大
ニュースに野依良治教授ノーベル
化学賞受賞９位

６７

毎日（朝刊）１２．２１（金）
�０１この人：野依良治博士
やる気と独創性が賞を呼ぶ

６８

中日（朝刊）１２．２１（金）
政策ミスのツケ、国民に　経済学
研究科・竹内信仁教授

６９

中日（朝刊）
毎日（朝刊）

１２．２２（土）
野依研究センターの概要が明らかに
宿泊、交流施設も併設で国際的な
拠点づくりを目指す

７０

日経（夕刊）１２．２２（土）
中部ひと維新：NPO支援「解決
と実践」にこだわり法

７１

読売（朝刊）
日経（朝刊）

１２．２３（日）

新年度政府予算で本学医学部に遺
伝子・再生医療センター、医学科
に３専攻が新設、保健学科修士課
程が新設される

７２

中日（朝刊）１２．２３（日）

来年度本学に高効率エネルギー変
換研究センター、法政国際教育協
力センター、情報連携基盤セン
ターが新設される

７３

読売（朝刊）
毎日（朝刊）

１２．２３（日）
国立初、附属病院に親子双方の精
神診療施設「親と子どもの心療
部」新設

７４

朝日（朝刊）１２．２４（月）
法学部と法学研究科がロースクー
ル開始へ新授業、学生同士で成績
を評価

７５



３３

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）１２．２４（月）

教育新世紀：大学改革　懇話会ア
ンケートから
小池事務局長「『知』の創造・・・
国はグランドデザイン提示を」

７６

日経（朝刊）１２．２４（月）
狂牛病の日本上陸で臓器移植に思
わぬ波紋　医学部・大島伸一教授
と厚生労働省麦谷課長との議論

７７

中日（朝刊）１２．２５（火）
こんな本を買った：初期絵入り版
本「さいとり」
文学部・塩村　耕助教授

７８

読売（朝刊）１２．２５（火）
論陣：民主運動に何が必要か「よ
り良い改革」強調を
法学部・後房雄教授

７９

読売（朝刊）１２．２５（火）
教育の大地－変革の嵐：国立大の
法人化
本学の法人化を見据えた動き

８０

読売（朝刊）１２．２６（水）
２次補正予算案に附属病院の中央
診療棟盛り込まれる

８１

 日刊工業１２．２６（水）
話題の人：ノーベル化学賞を受賞
野依良治教授

８２

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（夕刊）１２．２６（水）
ヒマラヤの氷河湖、温暖化で決壊
の恐れ
環境学研究科・上田豊教授の話

８３

中日（夕刊）１２．２６（水）「全学同窓会」本学に来年誕生８４

日経（朝刊）
他４社

１２．２７（木）
野依良治教授のノーベル化学賞受
賞記念式典、講演会開催される

８５

読売（朝刊）１２．２７（木）
六角形の芸術－ノーベル賞への道
「化学は美しい」信念結実

８６

中日（夕刊）１２．２７（木）
広げたい議論の輪－中部の大学生
の討論ネットワークを企画した本
学３年・溝口美穂さん

８７

中日（朝刊）１２．２８（金）
医学部「遺伝子治療臨床研究審査
会」が２、３例目の遺伝子治療の
経過は順調と報告

８８

毎日（夕刊）
中日（夕刊）

１２．２８（金）
博物館前で野依良治教授の記念碑
の除幕、記念植樹行われる

８９

毎日（朝刊）１２．３０（日）
野依良治教授ノーベル化学賞受賞
快挙にわく名大

９０

　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。
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　E-mail：kouho@post.jimu.nagoya-u.ac.jp



■生きる力を身に付けよ�
僕の�通�っ�て�い�た�神戸大付属住吉小学�
校�は�、�神戸�市�の�六甲�山�の�ふ�も�と�、�赤塚�山�に�
あ�っ�た�。�僕�は�い�つ�も�放課�後�は�道草�し�て�裏山�
で�遊�び、�木�の枝�を�折�っ�て�刀�代�わ�り�に�し�て�チ�
ャ�ン�バ�ラ�を�し�た�り�、�勉�強�は�二�の�次�だ�っ�た�。�野�
山�で�遊�ん�だ�こ�の体�験が�、�僕�に�と�っ�て�の生�き�
方�の�根源�に�な�っ�て�い�る�。�
人�生�を�豊か�に生�き�て�い�く�た�め�に�は�、�難�し�
い�数�学�や�英文�法�を�勉�強�す�る�と�い�う�の�は�、�実�
は�枝葉末�節の�話�。�知�性や感�性�、�技�術�、�体�
力�な�ど�、�さ�ま�ざ�ま�な�も�の�が�必要�で�、�つ�ま�り�人間�
性�が�一番大�事�な�の�だ�。�そ�の�た�め�に�は�、�若�い�
時�代�に�広�い自�然�の中�で�一�人�で�生�き�て�い�く�
力�を�つ�け�る�こ�と�が�必要�だ�と�思�う�。�

■人間の中でもまれよ�
基礎�的�な�力�を�つ�け�る�こ�と�に�加�え�、�人�生�の�

節目節�目�で�具体�的�な�問�題�を�達�成�し�て�い�く�
こ�と�も�大切�だ�。�大局�的�に�も�の�を�見�る�こ�と�と�、�節�
目�で�集中�し�て�取�り�組�む�こ�と�。�対立�し�て�い�る�よ�
う�で�両方�が�大切�な�こ�と�だ�。�方程�式�は�な�い�が�、�
ど�う�整合�性�を�持�た�せ�る�か。�若�い�と�き�か�ら�、�自�
然�や�社会�、�人間�と�は�ど�う�い�う�も�の�か�を�常�に�考�
え�る�基本姿�勢�を�持�つ�こ�と�が�大事�だ�。�

■「�現場�」�に身を置け�
君�た�ち�が�理科�離�れ�を�し�て�い�る�と�い�う�話が�あ�る�。�理�科�の授�

業時�間が�少�な�い�、�先�生�の�質が�問�題�な�ど�、�い�ろ�い�ろ�原�因�は�あ�
る�が�、�一番�大�き�な�問�題�は�、�君�た�ち�が小�さ�い�と�き�か�ら�自�然�に�接�
す�る�機会�が�な�い�と�い�う�こ�と�だ�。�
化学�式�と�か物�理�の�法�則�を�た�だ�学ぶ�と�い�う�こ�と�で�は�な�く�て�、�
自�然�を�理�解�し�、�自�然�の�力�や�知�恵�を�借�り�て�人�生�を�ど�う�豊�か�に�
送�る�か�が�、�理科�を�学�ぶ�一番�の�目的�だ�と�知�っ�て�ほ�し�い�。�
授�業�と�い�う�の�は�君�た�ち�が自�ら�学ぶ�た�め�の�き�っ�か�け�や�要�点�

を�与�え�、�基礎原�理�を�少�し�手�ほ�ど�き�す�る�だ�け。�君�た�ち�自�身が�
自�然�の�中�で�行�動す�る�こ�と�に�よ�っ�て�、�理�科�の�知�識�や�考�え�方が�
本当�に�身�に�付�く�。�

■「個」�と�「私」�の違い�
ま�ず�は�個�人�の�能�力�を�確�立�し�、�優�れ�た�個�
人�と�な�っ�て�ほ�し�い�。�た�だ�、�「個」�イ�コ�ー�ル�「私」�
で�は�な�い�。�優れ�た個�人�に�な�る�こ�と�は大�事�
だ�が�、�そ�の個�た�ち�が公�に�資す�る�気�持�ち�を�
持つ�必要�が�あ�る�。�リ�ー�ダ�ー�と�し�て�の�立場�を�
得�た�人�た�ち�は�、�そ�の期�待�に�こ�た�え�て�「�公�」�
に�対�し�て�成果�を�返�さ�な�け�れ�ば�な�ら�な�い�。�ノ�
ー�ブ�レ�ス�・�オ�ブ�リ�ー�ジ�ュ�と�い�う�言�葉が�あ�る�。�
高�い�身分�を�持つ�者�に�は�、�そ�れ相応�の�責任�
と�義�務が�あ�る�と�い�う�こ�と�だ�。�日�本�に�は�た�く�
さ�ん�の優�秀�な�人�が�い�る�が、�こ�の点�を�忘れ�
て�い�る�の�で�は�な�い�だ�ろ�う�か。�

■現実世界に生きろ�
最�近�、�僕が�よ�く�言�う�の�は�「�リ�ア�ル�・�ワ�ー�ル�

ド�（�現�実の�世界�）�に生�き�ろ�」�と�い�う�こ�と�だ。�
モ�デ�ル�と�か�シ�ミ�ュ�レ�ー�シ�ョ�ン�と�か�言い過�ぎ�
る�。�モ�デ�ル�は�あ�く�ま�で�モ�デ�ル�。�決�し�て�実�物�
で�は�あ�り�得�な�い。�「�仮想社会�」�で�人�間�を�し�
て�い�る�つ�も�り�だ�が�、�そ�れ�は�人間�で�は�な�い�。�

■リーダーたちの責任�
今�の�社�会�は�ど�う�だ�ろ�う�。�あ�ら�ゆ�る�組�織�の�
リ�ー�ダ�ー�た�ち�が�、�激�動す�る�国際社�会�に�付�

い�て�い�け�ず�、�場�当�た�り�的�に�し�か�物�を�考�え�ら�れ�な�い�よ�う�に�見�え�
る�。�そ�れ�を�思�う�と�、�現代�は�全然�、�豊�か�で�は�な�い�。�次世�代�、�次々�
世�代�に�つ�け�を�回す借�金�で�豊�か�に�見�え�る�だ�け�だ�。�二十�代�で�
幕府�を�倒�し�た�坂本龍�馬�の�よ�う�な�強�い�個性�と�意志�を�持�っ�た�人�
間�が�い�る�だ�ろ�う�か。�リ�ー�ダ�ー�を�き�ち�ん�と�養成�す�る�必要�が�あ�る�。�

■人との調和が大事�
何�よ�り�も�大事�な�の�は�、�友達�だ�。�最近、�少年非�行�が�問題�に�な�

っ�て�い�る�。�今�の�君�た�ち�は�、�幼�い�と�き�か�ら�「�小�さ�な�

社会�

」�を�つ�く�
る�こ�と�に�慣�れ�て�い�な�い�。�社�会�は�、�い�ろ�ん�な�人�の�集�団�だ�。�例�え�
ば、�腕�っ�節�の�強�い�や�つ�が�い�た�と�し�て�、�そ�れ�に�ど�う�対�応�し�て�い�
く�か�。�柔�道�の�よ�う�に�押�し�た�り�引�い�た�り�を�体�で�覚�え�る�こ�と�、�そ�し�
て�知恵�が�人間社�会�で�は�大事�な�の�だ�。�

中日新聞�10月�19日付朝�刊�よ�り�一部抜粋�

社会




