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「名古屋大学国際フォーラム」
－　新世紀を築く大学の英知　－

　本学は、６月の「国際フォーラム」に先立つ１月３０、３１

の両日、中核となる３大学の代表を海外から招き、プ

レ会議を開催しました。

　当日は、松尾総長の開会挨拶に引き続き、奥野副総

長が議長となり国際フォーラムの実施と国際学術コン

ソーシアム（AC２１）の創設について討議し、準備の詰

めを行いました。

　このプレ会議には、シドニー大学副学長ジュディス・

キニア教授（豪）、ポンゼショセ大学学長補佐 

エリザベス・ヴィトー教授（仏）、ミシガン大学国際

交流担当ノボル・キクチ教授（米）の出席を得て、国際

フォーラム実行委員会の各委員との間で議論をたたか

わせ、貴重な意見や助言を得るとともに、それぞれの

大学が進めている教育研究プログラムを紹介願うなど

大きな成果を上げ、本会議に向けて弾みがつきました。

　本学では、海外の大学をはじめとする多くの高等教

育研究機関と学術交流協定を結び、組織的な交流活動

を行っています。しかしながら、新しい世紀を迎え一

層のグローバル化が進む中で、大学の教育・研究活動

も活性化され、国際社会・地域社会に対する積極的な

貢献が求められております。そのためには、個々の大

学をつなぐ多面的・立体的なネットワークを構築し、

強い連携の下で学術交流の推進を図ることが急務であ

ると考えます。

　本学は、この目的を達成するため、２４の学術交流協

定校（別表参照）から学長等を招くとともに、我が国の

代表的な企業からも参加を得て、「新世紀を築く大学の

英知（The University-Architect of the New Century）」

を基本理念とする国際フォーラムの定期的な開催と、

参加機関の連携組織「国際学術コンソーシアム

（Academic Consortium２１：AC２１）の創設を提案しま

す。

　国際フォーラム・シリーズの初回となる「名古屋大

学国際フォーラム」は、次のとおり開催します。

第１日〔６月２３日（日）、本学豊田講堂〕〈一般公開〉

　メインテーマ：「２１世紀における大学の使命と役割」

　基調講演（１０：００－１２：００）

・ミシガン大学名誉学長　James J. Duderstadt 氏　

「２１世紀における大学の役割」

・トヨタ自動車名誉会長　豊田章一郎氏　「大学に

期待すること」

　公開討論会（１４：００－１７：００）

　国際化時代における大学の使命、改革への取組み、

国際交流計画、将来の展望などについて討論を行う。

パネリストは、シドニー大学長、ノースカロライナ

大学長、上海交通大学長、ウォーリック大学長、ポ

ンゼショセ大学長および本学総長の予定。

第２日〔６月２４日（月）、名古屋マリオット・アソシ

アホテル〕〈非公開〉

　国際フォーラム総会（９：３０－１７：００）

　国際フォーラムのあり方とAC２１の組織体制と活

動内容について論議し、共同コミュニケを採択、発

表する。

１月にプレ会議を開催
総務部国際交流課
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大　　学　　等　　名国　　名地　域
南京大学
吉林大学
華中科技大学
浙江大学
上海交通大学
同済大学
北京大学
東北大学

中　国アジア

木浦大学校
慶尚大学校

韓　国

ラオス国立大学ラオス
カセサート大学
チュラロンコン大学

タ　イ

ガジャマダ大学インドネシア
プーネ大学インド
ミシガン大学
ノースカロライナ州立大学
ハーバード・エンチン研究所

アメリカ北米

シェフィールド大学
ウォリック大学

イギリス欧州

ケムニッツ工科大学ドイツ
ポンゼショセ大学フランス
シドニー大学オーストラリア大洋州
東南アジア地域農業教育研究センター（SEARCA）　（フィリピン）国際機関等

〔別表〕

名古屋大学国際フォーラム出席機関一覧

平成１４年３月１日現在

〔備考〕１２カ国　２４機関（１国際機関含む）
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大学入試センター試験を実施
－　本学関係会場で７，０００名が受験　－

　大学入試センター試験が１月１９日、２０日、全国６８４

会場で実施され、本学関係では東山キャンパスや学外

の高校など９会場で約７，０００名が受験しました。

　今年の試験では、参加大学が昨年より増えたことも

あり、受験者は昨年を約１０，０００人上回る６０２，０８９人とな

り、初めて６０万人を超えました。

　試験当日は、朝早くから受験生が豊田講堂前やグ

リーンベルトなどに集まり、引率教師等から激励を受

けたり、受験に当たっての注意事項を聞く姿が随所で

見られました。

　１日目は外国語、地理歴史、数学①②が行われ、２

日目には国語、理科①②、公民と、試験が実施されま

した。

▲気勢を上げる受験生ら ▲松尾総長らが各試験場を視察
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　山本工学研究科教授は、本年度のフランス化学会の

最高の賞であるグランプリを受賞し、１月２２日にパリ

で開催された授賞式において、メダルと賞金が授与さ

れました。

　同賞は、昭和６１年にフランス化学財団が、フランス

化学特別賞（グランプリ）を創設し、化学の分野で人

間、生活、社会及び自然に対し貢献する、独創的で際

立った業績を挙げた化学研究者に贈られるもので、日

本人としては初めての受賞となりました。

　授賞式では、フランス化学会の枢要を務める方々を

はじめ多数の関係者の出席のもと、今年度の受賞者で

ある山本教授とパリ大学のHenri Kagan教授が記念講

演を行いました。Henri Kagan 教授は、昨年ノーベル

化学賞を受賞した野依教授と同じ不斉合成の世界的な

研究者であり、ノーベル化学賞の有力候補の一人に挙

げられていました。

　今回の受賞は、山本教授が独自の発想で「ルイス酸

触媒」と呼ばれる有機化学反応を進める特殊な触媒の

合成に成功し、医薬品や農薬の開発に広く用いられる

等社会に大いに貢献したことによるもので、現在、こ

の研究には、非常に多くの研究者が着目し参画してき

ており、今後、様々な広がりを持つ研究に発展するも

のと大きな期待が集まっています。

山本　尚教授（工学研究科）がフランス化学会の
最高賞のグランプリを受賞

▲授賞式の模様：右端が山本教授 ▲メダル
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　理学部・理学研究科広報委員会（委員長：福井康雄

教授）は１月９日、最先端の研究である「ナノテクノ

ロジ－と超伝導をめぐる研究の現状と将来」をテーマ

に、教職員、大学院学生、学部学生を対象として、第

２回理学懇話会を開催しました。

　この理学懇話会は、「最先端の科学を、同分野の研

究はいうに及ばず、異分野の研究を理解しあうことに

より、相互に研究上の刺激や活力を得る場とする」こ

とを目指して、広報活動の一環として平成１３年６月に

第１回を開催したもので、今回は前回の参加者数を考

慮し、場所を理学部新１号館（多元数理科学研究科）

５階講義室（１５０名収容）に移動して開催しました。

　懇話会では、はじめに物質理学専攻　篠原教授から

「フラーレン、カーボンナノチューブそしてカーボン・

ナノテクノロジー」をテーマに、続いて物質理学専攻　

佐藤教授から「高温超伝導－物質と科学－」をテーマ

とした講演が行われました。

　講演内容はフラーレン、カーボンナノチューブの歴

史、２１世紀のナノメータースケールのサイエンスに基

盤となる金属内包フラーレンや各種フラーレンを真空

空間に内包したハイブリッド・カーボンナノチューブ

の創生、またこれらの応用により情報技術、宇宙、環

境、医療及び素材等へと幅広い分野における技術革新

が期待される、銅酸化物高温超伝導体の発見が物理学

がいかに物質に立脚した学問であるか再認識させられ、

さらに、高温超伝導出現と密接に関連している銅酸化

物の異常金属相の実体捕捉に成功したことにより、物

質概念が拡張したなど、物質と超伝導との関係等につ

いて分かり易い説明がありました。

　講演は１００名余の参加者があり、基礎科学の先端産業

への応用等、将来の産業構造の変革を促す研究につい

て聴衆からは感嘆の息が洩れました。

「第２回理学懇話会」を開催
－　「ナノテクノロジーと超伝導をめぐる研究の現状と将来」をテーマに　－

▲講演風景
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　医学部は、１２月２５日に医学部・医学研究科所属の教

職員、学生等を対象に「医学研究科の明日を考える討

論会」を開催しました。

　この討論会は、国立大学を巡る状況が年々厳しさを

増す中、医学研究科の明日をどう切り拓くかについて

議論することを目的としたものです。

　討論会では、はじめに勝又医学研究科長から、国立

大学の法人格取得など大学改革に関する諸問題をテー

マとする基調講演があり、優れた研究者養成が期待さ

れている医学研究科の今後の方針等が示されました。

　続いて、高橋教授及び松尾講師（現教授）から、研

究の活性化のための大胆な構想の提起や、教育・診療

の充実と内科を中心とした診療科の再編成についての

話題提供があり、継いで、参加者から、学生を引き付

ける充実した大学院をいかに作るか、透明で効率的な

管理運営体制の必要性など、今後の研究科運営の参考

となる貴重な意見や助言等が多数寄せられました。

　最後に研究科長から、「今後もこのような有意義な討

論会を続けていきたい」との感想が述べられました。

医学研究科の明日を考える討論会を開催
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　教育発達科学研究科は、１月１１日に「大学改革・大

学評価に関する国際シンポジウム」をシンポジオン

ホールで開催しました。

　このシンポジウムは、現在の日本と外国の大学改革

の現状を知り、今後の本学の改革の具体的方針を得る

ための参考として開催されたもので、教職員、学生、

他大学研究者及び一般市民のべ２００名の参加のもと、大

学改革とその前提となる大学評価の在り方について、

評価の先進国であるイギリスの大学評価を中心に、ア

メリカ及び韓国の状況の説明を同時通訳により比較検

討し、討論を行いました。

　同シンポジウムでは、初めに松尾総長から、「日本

の大学改革の流れと特徴について」の基調講演があり、

問題提起が行われました。これを受けて、イギリスの

現状についてロバート・コウエン　ロンドン大学教授

から、アメリカの現状についてノブオ・シマハラ　ラ

トガース大学名誉教授から、韓国の現状について馬越

 同研究科教授からそれぞれ説明が行われました。

　引き続き、コメンテーターとして、H. デーメス　

デュイスブルク大学客員研究員と池田　高等教育研究

センター教授からコメントがあり、会場の参加者も交

えて熱心な議論が行われました。

教育発達科学研究科が
「大学改革・大学評価の国際シンポジウム」を開催

▲松尾総長による基調講演 ▲（左から）コメンテーターの池田教授及びH. デーメス
客員研究員
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「第３回高温エネルギー変換システム及び関連技術に

関する国際シンポジウム（RAN２００１）」が、高温エネ

ルギー変換研究センター、工学研究科及び社団法人化

学工学会の主催により、１２月１５日から１７日の３日間、

シンポジオン及び豊田講堂において開催されました。

　同シンポジウムは、今回が３回目の開催で、「エネ

ルギーの効率的な利用方法」をテーマとして、高温ガ

スタービンなどの高温を利用する最先端エネルギー変

換システムの構築に関する最新の研究と技術開発の動

向について議論することを目的に開催されているもの

で、この分野で世界をリードする技術者及び科学者が

多数参加しました。

　会議は、平野 高温エネルギー変換研究センター長の

開会のことば、松尾総長、後藤　工学研究科長及び江

見　準 化学工学会副会長からのあいさつに引き続き、

小林敏雄　東京大学教授（日本機械学会会長）による、

「Unsteady and Three-dimensional Flow Analysis 

for Mechanical Engineering Problems」と題しての基

調講演の後、課題ごとのセッションに分かれて著名な

研究者による招待講演が行われました。

　また、研究発表では、日本人研究者に加えて、アメ

リカ、オランダ、中国など海外から１７カ国２３０余名の

研究者、技術者及び学生から１２３件のエネルギー関連の

最先端技術に関する研究・報告発表があり、エネルギー

関連の最先端技術について活発な議論が行われました。

高温エネルギー変換研究センターが
第３回国際会議を開催

▲あいさつをする松尾総長 ▲小林東京大学教授による基調講演
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　年代測定総合研究センターは、１月１１日、１２日、豊

田講堂第一会議室で「名古屋大学タンデトロン加速器

質量分析計シンポジウム」を開催しました。タンデト

ロン加速器質量分析計による研究成果を報告するこの

シンポジウムは、毎年１回開催されており、今年で１４

回目になります。研究者や学生の他、一般からの参加

も含めた１０４名の出席者を前に、６件の特別講演と１５件

の一般講演、５件のポスター発表が行われました。

　一日目の午前中は、鈴木センター長のあいさつの後、

金原正明 奈良教育大学助教授から、奈良明日香京苑池

遺構とその環境復元について、伊藤 文学研究科助手か

ら中南米の遺跡の発掘調査について、宮本一夫 九州大

学助教授から福岡県大友遺跡出土人骨の年代測定にも

とづく弥生時代編年の見直しについて、それぞれ特別

講演が行われました。続いて午後からは、古川総合研

究資料館１階のタンデトロン加速器質量分析計２号機

を見学した後、タンデトロンの諸性能と現状に関する

講演、タンデトロンによる炭素１４年代測定法を地球科

学・環境科学の分野に応用した研究についての講演を

中心に、９件の一般講演が行われました。

　二日目は、五十嵐厚夫 国立極地研究所COE非常勤

研究員から南極昭和基地周辺の海洋堆積物から得られ

た層序・年代・古環境に関する成果について、増子 

康眞 稲武町ヒロノ遺跡発掘調査団調査員から東海地

方西部の縄文前期後半～中期初頭の動態について、小

林謙一 国立歴史民俗博物館大学院生（総合研究大学院

大学）から関東地方縄文土器・集落遺跡の年代研究に

ついて、特別講演が行われました。午後からは、歴史

学・考古学資料の炭素１４年代測定に関する研究と加速

器科学に関する研究を中心とした６件の一般講演の発

表と活発な討論が行われました。

　同シンポジウムへは自然科学はもとより人文科学に

至る広い研究分野からの参加があり、タンデトロン加

速器質量分析計による炭素１４年代測定法が多くの分野

において重要な役割をはたしていることがうかがえま

す。

　なお、同シンポジウムの成果は、名古屋大学加速器

質量分析計業績報告書第１３号（平成１４年３月刊行）に

掲載される予定です。

年代測定総合研究センターが「第１４回タンデトロン
加速器質量分析計シンポジウム」を開催

▲熱心に聴講する参加者 ▲ポスター発表



１１

　附属図書館では１月２４日に、昨年４月に設置された

附属図書館研究開発室の開設記念式典及び記念講演会

を、内外の関係者８０余名の出席を得て開催しました。

　記念式典では、松尾総長のあいさつ、雨森弘行 名古

屋女子大学総務部長からの祝辞に続き、伊藤 研究開発

室長（附属図書館長）から同室の概要と客員の紹介、

将来構想などが述べられました。

　また、記念講演会では、「図書館の電子化と所蔵資

料を核とした地域との連携」をテーマに、逸村 研究

開発室専任助教授による「デジタル時代の図書館」、

種田祐司 名古屋市博物館学芸員による「所蔵資料の高

度活用をめざして－地域の博物館等の連繋－」の２つ

の講演が行われました。この講演会は平成１３年度第２

回東海地区大学図書館協議会研修会も兼ねており、学

内外の教官、図書館職員などが多数参加し、資料の高

度活用に対する関心の高さを反映して質問も活発に行

われました。

　「平成１３年度名古屋大学ニューライフセミナー」が、

１月２４日豊田講堂第一会議室で開催され、平成１３年度

から１５年度の定年退職予定者等並びにその配偶者５０名

が参加しました。

　このセミナーは、退職に当たっての心構えと退職後

の生活設計に必要な知識を提供することにより、将来

への不安を解消し、今後の社会生活、家庭生活の基盤

づくりに役立てることを目的とした“退職準備型セミ

ナー”として、毎年開催されています。

　今回のセミナーでは、総合保健体育科学センター 

佐藤�造教授から「定年後の健康管理と健康増進」と

題し、生活習慣病としての糖尿病に関する予防・治療

方法などについての講演、また、住友信託銀行 木村好

男財務コンサルタントから「これからの経済生活設計」

と題した退職後の資産管理のあり方についての講演が

行われました。併せて、事務担当者による退職後の医

療制度、退職手当、退職共済年金制度等の説明があり、

参加者は熱心に聴講しました。

附属図書館研究開発室の
開設記念行事が行われる

ニューライフセミナーを開催

▲講師の説明に熱心に耳を傾ける参加者▲松尾総長によるあいさつ



１２

　２月８日、昨年４月１２日から実施していた「名古屋

大学語学研修（英語中級）」の全ての日程を終了しま

した。

　この研修は、本学の国際交流・留学生等担当職員に

対して、英語応用能力の増進を図り国際化に対応した

職員を養成することを目的として、言語文化部の協力

の下、同部が開講している「特別研修コース（全学向

け授業）（英語中級）」に学生と一緒に参加する形態で

実施しているものです。研修には、全学から前期６名、

後期５名の研修生が参加し、講師として、前期Aspinal, 

Robert William　後期Fiona may Websterの２名の外

国人教師にお願いしました。

　また、２月７日及び８日の２日間、特別補講として、

外国人教師と研修生を２つのグループに分けて実務に

役立つ英会話研修を行いました。最後に、研修生一人

平成１３年度語学研修を修了

一人から、研修に対する感想・感謝の気持ちや、時間

がない中での勉強の工夫等について、英語によるス

ピーチが行われるとともに、外国人教師と渡辺　言語文

化部助教授による、英語を使う機会が少なすぎる環境

の中での英語上達法のパネルディスカッションが行わ

れました。

修了者名簿

　総務部総務課秘書掛 ���������松岡奈津子

　学務部留学生課専門職員 �������隅坂　弘幸

　理学部・理学研究科・多元数理科学研究科庶務掛

 �������������������加藤さち子

　工学部・工学研究科総務課専門職員 �� 佐々部　真

　農学部・生命農学研究科教務学生掛 �� 辻　紅仁子

▲５名の研修生



１３

INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１４年１月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

日経（朝刊）１．１（火）
ノーベル賞野依氏と語る
野依良治教授と富士通名誉会長・
山本卓真氏が対談

１

中日（朝刊）１．１（火）
対談：野依良治教授と京大名誉教
授・河合隼雄氏
均質より異端を尊べ

２

毎日（朝刊）１．１（火）

からくりの世紀：テナガザル型ロ
ボット・ブラキエーターⅢ
先端技術共同研究センター・福田
敏男教授

３

日経（朝刊）１．７（月）
工学研究科・生田幸士教授らが先
端部が自在に曲がるカテーテルを
開発

４

日経（朝刊）１．７（月）

論文の引用数・先端研究で日本に
世界注目　化学分野で野依良治教
授、工学研究科・藤田誠教授らの
引用数が上位に

５

読売（朝刊）
中日（夕刊）

１．８（火）
３月末で任期満了の小川克郎・環
境学研究科長の後任に久野覚教授
を選出

６

日経（朝刊）１．８（火）
名大改革－駆け出す英知①：「知」
の大競争へ攻め

７

朝日（朝刊）１．８（火）
ひと：携帯振動装置「ぶるる」で
防災を訴える
工学研究科・福和伸夫教授

８

中日（朝刊）１．８（火）
ジャパン留学生日記：気づくと自
分も『おじぎ』
大学院生ペン・ピッチサリーさん

９

日経（朝刊）１．９（水）
少年犯罪を未然に防止　附属病院
に「親と子どもの心療部」新設

１０

読売（朝刊）
中日（夕刊）

１．９（水）
野依良治教授が首相官邸を訪問、
小泉首相に授賞式報告

１１

読売（朝刊）１．９（水）
２月７日に名古屋市民会館にて野
依良治教授ノーベル賞受賞記念シ
ンポジウム開催

１２

読売（朝刊）１．９（水）
３１日、２月１日に先端技術共同
研究センター主催高度技術セミ
ナー開催

１３

朝日（朝刊）１．９（水）
環境アセスメント学会が４月に設
立　島津康男名誉教授が基調講演
を行う

１４

朝日（朝刊）１．９（水）
大学病院日誌：正直な会話から信
頼関係築ける
医学部・大島伸一教授

１５

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）１．９（水）
「高大連携」愛教大でも　教育学
部附属高校では「スクールボラン
ティア」制度を発足

１６

日刊工業１．９（水）
岩谷直治記念賞「岩谷科学技術研
究助成金」　難処理人工物研究セ
ンター・松田仁樹教授が選ばれる

１７

日経（朝刊）１．９（水）
名大改革－駆け出す英知②：異端
が活力の源

１８

読売（朝刊）
他２社

１．１０（木）野依良治教授に名古屋市学術表彰１９

中日（朝刊）１．１０（木）
４月に博物館で「名帝大けふ誕生
－初代総長・渋沢元治とその時
代」展開催

２０

毎日（朝刊）１．１０（木）
日中米３国の法意識調査でシンポ
ジウム開催
法学研究科・加藤雅信教授が発表

２１

日経（朝刊）１．１０（木）
名大改革－駆け出す英知③：アジ
ア貢献で存在感

２２

読売（朝刊）１．１１（金）
野依良治教授受賞記念シンポジウ
ム会場を市民会館大ホールに変更

２３

毎日（朝刊）１．１１（金）
理学部・郷通子教授らがたんぱく
質の立体構造推定に成功

２４

日刊工業１．１１（金）
今年度井上学術賞を理学研究科・
松本邦弘教授が受賞

２５

日経（朝刊）１．１１（金）
名大改革－駆け出す英知④：眠る
資産を企業に売り込め

２６

朝日（朝刊）
中日（朝刊）

１．１２（土）
日本化学会が野依良治教授の受賞
祝賀会開催

２７

日経（朝刊）１．１２（土）
名大改革－駆け出す英知⑤：外部
の力を取り込む

２８

読売（朝刊）
他４社

１．１３（日）
愛知４４大学が包括協定に調印、新
年度から単位互換に

２９

毎日（朝刊）１．１３（日）

本学で大学改革・大学評価シンポ
開催　各国の違いを報告、松尾総
長が問題提起「グランドデザイン
ない」

３０

読売（朝刊）１．１４（月）
負けない人生：野依良治教授
逆境が新たな目標示す

３１

中日（朝刊）１．１４（月）
日本科学未来館が理学研究科・山
口靖教授らの協力で『触れる地球』
披露

３２

中日（朝刊）１．１５（火）
２６日に数学連続講座「数理ウエー
ブ」開催

３３

中日（朝刊）１．１５（火）
学生街ダンス：大学生って大人？
子ども？　本学３年河村智子さん

３４



１４

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（夕刊）１．１５（火）
今春の大学入試は法学部が大人気、
法科大学院開設が影響
法学部・北住炯一教授のコメント

３５

読売（朝刊）１．１６（水）
年代測定総合研究センターが加速
器質量分析計「タンデトロン」に
よる研究成果発表を開催

３６

読売（朝刊）１．１６（水）
医学部整形外科教室が背を伸ばす
骨再生術を開発

３７

中日（朝刊）１．１７（木）
法学部で進路発見セミナー開催　
学生７０人と企業１０社が熱心に質疑
応答

３８

読売（朝刊）１．１７（木）
２月７日に野依良治教授を招き記
念シンポジウム開催

３９

中日（朝刊）１．１８（金）
豊橋技術科学大学の統合相手先に
本学も検討される

４０

中日（朝刊）１．１８（金）

東海学術奨励会が優秀研究に助成金
生命農学研究科：後藤麻木助手、
教育発達科学研究科：金子一史、
言語文化部：水戸博之助教授が選
ばれる

４１

毎日（朝刊）１．２０（日）
２月２３日に名古屋大学環境学シン
ポジウム開催

４２

中日（朝刊）１．２０（日）

不思議いっぱいオーロラの世界　
豊川市ジオスペース館で太陽地球
環境研究所・上出洋介所長がこど
も記者からの質問に答える

４３

中日（朝刊）１．２１（月）
２月２１日に附属中・高校で中等教
育研究協議会開催

４４

毎日（朝刊）１．２１（月）

津島市民病院で心臓停止して死亡
宣告後息吹き返す
附属病院・高橋英夫助教授のコメ
ント「聞いたことがない」

４５

朝日（朝刊）１．２１（月）
日本化学会で野依良治教授の受賞
記念講演とパネルディスカッショ
ンが行われる

４６

中日（朝刊）１．２１（月）
東海・東南海・南海３地震対策に
自治体が動く　地震火山観測研究
センター・安藤雅孝教授の話

４７

中日（朝刊）１．２２（火）
２月２日に生物分子応答研究セン
ター主催で大学発ベンチャーにつ
いてのフォーラム開催

４８

中日（朝刊）１．２２（火）
２５日から３月３日まで名古屋市
科学館にて「野依良治ノーベル化
学賞への道」展開催

４９

中日（朝刊）１．２２（火）
研究室発：成果は必ず市民に還元
を　環境学研究科・広瀬幸雄教授

５０

日刊工業１．２２（火）

ナノワールド：横断・融合的取り
組みを　ナノテクノロジー学会初
代会長に就任した先端技術共同研
究センター・福田敏男教授

５１

中日（夕刊）１．２２（火）
理学研究科・郷通子教授のグルー
プがタンパク質の立体構造をHP
で公開

５２

読売（朝刊）１．２３（水）
３１日に本学で上海交通大学学生交
響楽団が来日、親善演奏会を開催

５３

新聞等名月　日記　　　　　事

読売（朝刊）１．２３（水）
先端技術共同研究センター・新セ
ンター長に工学研究科・平野眞一
教授

５４

朝日（朝刊）１．２３（水）
大学病院日誌：医療理念と収益、
板挟みに苦しむ
医学部・大島伸一教授

５５

朝日（夕刊）１．２３（水）
近況心境：公共ホール、文化出あ
う場に　環境学研究科・清水裕之
教授

５６

朝日（夕刊）１．２３（水）
化学で輝く－ 21 世紀の錬金術　
自己組織化　工学研究科・藤田誠
教授

５７

中日（朝刊）
読売（朝刊）

１．２４（木）
国際開発研究科・新科長に江崎光
男教授

５８

中日（朝刊）１．２４（木）
職生活：学生の企業研究
付加価値をアピール　経済学部３
年川上延大さん

５９

毎日（朝刊）１．２５（金）
理学研究科の「なんてん」がチリで
大マゼラン２３０超すガス雲群を観測

６０

中日（朝刊）１．２５（金）
『伊勢湾口道』促進へ豊橋で交流
シンポ　奥野信宏副総長が講演

６１

中日（朝刊）１．２５（金）
医学部泌尿器科が中心となり愛知
排泄ケア研究会を発足・大島伸一
教授が基調講演

６２

朝日（朝刊）１．２５（金）
国立大アピール懸命、生き残りへ
「存在感」　本学では高校と懇談
会を開催

６３

中日（夕刊）１．２５（金）
政府が野依良治教授に銀杯と感謝
状を贈ることを決定

６４

読売（朝刊）１．２６（土）教育学部・新部長に村上隆教授６５

毎日（朝刊）１．２６（土）２月１０日に天文学講座開催６６

中日（朝刊）１．２６（土）
難病の少女が主治医の医学部附属
病院・中島浩敦医師とパーティー
開き、夢叶う

６７

中日（朝刊）１．２６（土）
２５日から名古屋市科学館で野依
良治教授の足跡の展示はじまる

６８

中日（朝刊）
他２社

１．２９（火）
総長選１次投票はじまる　野依教
授を推す動き

６９

日刊工業１．２９（火）
経団連の臨時総会で野依良治教授
が記念講演

７０

中日（朝刊）１．２９（火）
２月７日に国際経済動態研究セン
ターシンポジウム開催

７１

毎日（朝刊）
中日（朝刊）

１．３０（水）
小泉首相が首相官邸にて野依良治
教授に銀杯と感謝状を贈る

７２

毎日（朝刊）
他２社

１．３０（水）
医学部「遺伝子治療臨床研究審査
委員会」が昨年の遺伝子治療実施
例と予定を報告

７３

読売（朝刊）
中日（朝刊）

１．３０（水）
２月１１日まで博物館にて企画展
「樋口敬二・旅のスケッチ展」開催

７４

読売（朝刊）１．３０（水）
紙上診療：ピロリ菌を検出、治療法を
医学部附属病院・後藤秀美助教授

７５

読売（朝刊）１．３１（木）
言語文化部・新部長に近藤健二教
授

７６



名大トピックスに対するご意見・ご感想をお寄せください

　総務部企画広報室は、本学広報誌「名大トピックス」の誌面をより充実させるため、皆様のご意見・ご感想・ご

要望等をお待ちしております。本号に関するアンケートを行いますので、お手数ですが、ご覧になったご感想・ご

意見等を、当室までお寄せください。

名大トピックスNo.１０４に関するアンケート

１．興味深く感じられた記事があれば教えてください。

２．本誌の発行回数（平成１３年度は１６回を予定；特別号含む）に

ついて、どう思われますか。

　　ａ．増やすべきである［年　　回程度］

　　ｂ．このままでよい

　　ｃ．減らしてよい　　［年　　回程度］

３．掲載されている記事の量について、どう思われますか。

　　ａ．増やすべきである

　　ｂ．この程度でよい

　　ｃ．減らした方がよい

　　　→お気づきのことがありましたらお聞かせください。

４．本誌を読まれた感想、ご意見等がありましたら、ご記入くだ

さい。



　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

ＦＡＸ：０５２（７８９）２０１９

E-mail：kouho@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

恐れ入ります

が５０円切手を

お貼りください。

郵　便　は　が　き

4 6 4 8 6 0 1

名古屋市千種区不老町

　

　名古屋大学総務部企画広報室

　　　　　　　　　企画広報掛　行

（お名前）

（ご住所［学内者の場合は所属］）

〒

（電話番号）

学内の方は、学内便で送付をお願いします。


