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●ニュース
平成19年度卒業式を挙行
本学が大学機関別認証評価において「大学評価基準を満たしている」と
認定される

「分析・診断医工学による予防早期医療の創成」
名古屋大学フォーラム2008を開催
米国ノースカロライナにおいて「産学フォーラム―日本から世界へ」を開催
第３回高等研究院スーパーレクチャー「人体・生命の不思議」を開催
本学をはじめとする大学連合４大学と愛知県がシンクロトロン光利用施設に
関する支援協力協定を締結
尾身衆議院議員が本学を視察
本学が2008愛知環境賞「優秀賞」を受賞
平成19年度エネルギーに関する文理融合研究合同成果報告会

「第３回名大発－省エネ推進と地球温暖化防止」を開催
平成20年度高等研究院研究プロジェクトが決定
科学研究費補助金説明会を開催
第１回名大版・子育て支援セミナーを開催
女子中高生理系進学推進セミナーを開催
留学生のための就職ガイダンスを開催
卒業・修了留学生を送る夕べを開催
第16回経営協議会を開催
第17回経営協議会、第７回総長選考会議を開催
●知の先端
重力レンズ効果で太陽系外惑星を探す
―５千光年のかなたに太陽系を半分に縮めた惑星系を発見―
伊藤　好孝（太陽地球環境研究所教授）
●学生の元気
平成19年度名古屋大学総長顕彰　８名３団体表彰
平成19年度名古屋大学総長顕彰　受賞者及び受賞団体のことば
●部局ニュース
附属学校で SSH（スーパーサイエンスハイスクール）第２年次研究発表会を開催
平成19年度教育学部附属学校卒業式を挙行
国際シンポジウム「WTO 加盟後のベトナムにおける法整備及び紛争解決上の
課題－日本の経験に照らして－」を開催
シンポジウム「Civil Enforcement 民事執行」を開催
益川敏英特別招へい教授講演会を開催
トータルヘルスプランナー（THP）養成コース開講記念シンポジウムを開催
日独米気候政策自治体パートナーシップ　日独ワークショップ in 名古屋を開催
大学院情報科学研究科が「基盤研究公開セミナー」を開催
高等教育研究センター第69回招へいセミナー「演劇を FD に活用する方法」を
開催
第29回附属図書館研究開発室オープンレクチャーを開催
第11回附属図書館友の会トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
特別授業「魅力ある博物館展示とは」及び特別講演会「世界をリードする
ロンドン自然史博物館の魅力」を開催
第５回地球教室「ナゴヤで化石をさがそう！」を開催
博物館が中期目標・中期計画検討委員会を開催
●環境への取り組み
東山キャンパスにおける排水の監視
●名大を表敬訪問された方々　平成19年12月16日～平成20年３月15日
●新任役員・部局長等の紹介
●資　　料
平成20年度名古屋大学組織図
●受賞者一覧
●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成20年２月16日～３月15日
●イベントカレンダー
●ちょっと名大史
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文学碑と名大学生歌歌碑　―豊田講堂改修に伴い移設―
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　春の訪れを感じさせる穏やかな晴天
に恵まれた３月25日（火）、平成19年度
名古屋大学卒業式が、改修竣工間もな
い豊田講堂において挙行されました。
　午前10時から修士・専門職・博士学
位記授与式が、続いて午前11時50分か
ら学士学位記授与式が行われ、会場の
豊田講堂は卒業生・修了生で満員となり
ました。
　名古屋大学交響楽団が演奏する
「ニュルンベルクのマイスタージン
ガー」前奏曲（ワグナー作曲）で始
まった式典では、来賓の方々らが見守
る中、平野総長から修士課程及び博士
課程前期課程修了生1,573名に修士学
位記が、大学院専門職学位課程修了生

79名に専門職学位記が、医学博士課程
及び博士課程後期課程修了生287名に
博士学位記が、また、学部卒業生2,207
名に学士学位記が、それぞれ授与され
ました。
　総長は、大きく開かれた将来へのス
タートラインに立つ修了生及び卒業生
に対し、それぞれ送別のことばを贈
り、激励しました（詳しくは、総長の
辞をご覧ください。）。
　次に、大学院国際開発研究科博
士課程前期課程修了生のモハメド�
イサム ヤシンさんが修了生総代として、
また、工学部卒業生の横井秀郎さんが
卒業生総代として、本学への感謝の気
持ちと今後の抱負等を述べました。

　続いて、来賓として、名古屋大学全
学同窓会副会長の丹羽宇一郎氏（伊藤
忠商事株式会社取締役会長）より心の
こもった祝辞をいただきました（詳し
くは、来賓祝辞をご覧ください。）。
　その後、名古屋大学混声合唱団が、
送別の歌として「青空が青かった」を
合唱、続いて「蛍の光」を全員で合唱
し、名古屋大学交響楽団による「威風
堂々」（エルガー作曲）の演奏とともに、
式典は幕を閉じました。
　卒業式終了後には、豊田講堂前に詰
めかけた後輩たちから花束を贈られた
り、胴上げをされたり、友人や後輩、
保護者などと記念撮影をする卒業生の
姿があちらこちらで見られました。
　卒業式の様子は、豊田講堂内ホー
ル、シンポジオンホール、経済学部カ
ンファレンスホール、また、本学ホー
ムページ上においてライブ中継され、
多くの方々がこの晴れがましい式典に
臨みました。
　なお、卒業式の模様は、現在、本学
のホームページ（http://www.nagoya-�
u.ac.jp/broad/h19_gra.html）で視聴す�
ることができます。
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　名古屋大学は、本日ここに、平成19年度大学院修士課程
及び博士課程前期課程修了者1,573名に修士学位記を、大
学院専門職学位課程修了者79名に専門職学位記を、医学博
士課程及び博士課程後期課程修了者287名に博士学位記を
授与いたしました。
　学位記を授与された皆さんに本学の役職員を代表して、心
より、洋々たる将来に向けての船出をお祝い申し上げます。
　トヨタ自動車及び関連会社のご寄附によって48年ぶりに
改装されたここ豊田講堂から、大学院を修了し、希望に満
ちて新しく旅立ちされる皆さんをお送りすることは、私ど
もにとって誇りであり、喜びであります。
　皆さんは、社会に出て職につかれる方、または博士課程
後期課程へ進学される方とそれぞれ異なる道を歩まれます
が、一つの課程を修了できたという達成感と、これから始
まる新しい生活への期待感に満ちた溌剌とした気持ちで、
今日ここに臨んでいることと思います。
　それが私にも強く伝わってきます。明るく、大きく開か
れた将来へのスタートラインに立たれている皆さんに、心
から拍手をお送りします。
　大学院を修了された皆さんは、活用できる学力を身につ
け、また学問のあり方、学び方を身につけるとともに、先
導的な学術研究の一翼を担い、学術の進歩に貢献してくだ
さった方々であります。20世紀以降、学術・科学技術は目
ざましい発展をしてきました。あなた方の努力によって、
さらに一歩進歩したはずであります。将来とも発展してい
くでありましょう。
　とはいえ、現在，学術・科学技術が迫られている課題は
いよいよ明確になってきております。20世紀は、科学技術
において特に大きな進展があり、物質的には豊かさを享受
できるようになってきました。しかし同時に、人とのイン
ターフェース、精神的・文化的な配慮が弱かったことは否
めません。
　21世紀にあっては、学術・科学技術は「光」の面を進展

させるとともに、「影」の面を制御して，全地球規模での
安心・安全で持続可能な発展を図ることが最も重要な課題
であり、私たちは、その実現に努めなければなりません。
　また、現在は残念ながら、政治、経済においても、また
市民生活のなりわいにおいても、システムが崩壊してきて
おります。このような社会でよいのでしょうか。
　物質的・経済的側面に偏ることなく、精神的・文化的側
面にも充実したバランスのとれた人間性豊かな人が軸にな
らねばなりません。皆さんは、それぞれの分野において、
ある一つの観点から物事を深く追求して、その成果を論文
に纏めてきたでありましょう。学問が急速に深化し、分化
しつつ発展している一方で、社会においては一様には解答
がない様々な輻輳した問題に直面します。
　名古屋大学は、責任を持って、建設的な態度で社会改革
に努める「勇気ある知識人」としてあなた方を育ててきて
おります。状況がどんなに変化しても変わらない学問の基
礎を蓄積し続け、新しいことに立ち向かって新しい日本を
築いてください。
　貴方たちにはそれが出来ます。大学院で身につけた考え
方をもとに、学問に裏打ちされた自信と精神力で、積極的
に勇気をもって問題解決に立ち向かってもらいたいと希望
します。名古屋大学で学んだことに、また精一杯努力して
今日を迎えたことに自信を持ってもらいたい。今後とも、
絶えず学ぶことを忘れずに、前向きに精一杯生きてもらい
たい。
　本日学位記を授与された皆さんの中で、193名の方が留
学生であります。この方々は、国を離れ、言葉や文化が異
なる我が国で、将来の自国への貢献、世界への貢献を志し
て困難な環境の中で努力して、本日の栄えある日を迎えら
れました。名古屋大学では、毎年約1,250名の留学生が学
んでおられます。キャンパスは、小さな地球でもあります。
教室で、また研究室で、色々な形で交流がなされていたと
思います。国内外の学生が一つのキャンパスで過ごし、互
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いの文化や考え方を理解できたことは、皆さんの将来にお
ける重要な財産です。
　地球上の資源が有限であるという観点からすれば、また
地球規模での環境対策から見ても、一国でことが成就する
状況ではありません。グローバル化していく世界の中で、
各国は主権を大切に、お互いがしのぎを削りながら、かつ
地球規模的な問題については協調して問題を解決していか
ねばなりません。
　そのためには、それぞれの国の歴史、文化、宗教を尊重
しあうことが前提でありますし、加えて、常日頃の学習に
裏打ちされた自信と客観的な判断力を身につけなければな
りません。
　多様性を尊重し、新たな秩序ある社会関係を構築しま
しょう。そのためにも、機会を見て海外へ出て、自分を見
つめ直し、自分が依って立つ基盤を大切に、すなわち自分
の存在意義「IDENTITY」を確立し、共生と協調を学ん
でください。
　皆さんには、どの分野に進もうとも、グローバル社会の
中で生きていくための国際的な感覚を常に磨き、常に、世
界で起きていることを敏感に捉えて、世界の動きを、勇気
をもって注視し、対等な立場でお互いを尊重しあって共存
する世界観を持ってもらいたい。そのための意見交換の道
具（コミュニケーションツール）としての語学力を更に磨
いてもらいたい。
　今からの社会は、若くて活力ある皆さんが築いていって
いただきたい。新しい世界を創るのは皆さんです。責任感
ある若い方が目立って良い社会にすべきでありましょう。
そのような社会をリードするには、実務能力に加えて、人
間性の観点から「選ばれた人」が必要であります。また、「選
ばれた人」には、責任と義務が生じます。皆さんには、人
間を信じ、愛する能力を養って、それぞれの分野で、社会
をリードする「選ばれた人」になってもらいたい。
　名古屋大学の卒業生には、「実直」、「実行力」、「実力」、

「誠実」など、漢字の「実」の字が良く当てはまるとの評
価を頂いております。一方、「積極さ」が足りないとも評
されます。名古屋を評して言われる「愚直さ」は恥ずかし
いことではありません。実質を重んじて行きましょう。良
い点は大切に、大いに伸ばし、しかし驕ることなく、自信
を持って、翔いてください。「選ばれた人」になってくだ
さい。
　最後に、もう一度皆さんに呼びかけたい。
「高い志を持ちましょう。その実現に向かって進みましょ
う。」。若いときは、自分の夢に自信が持てないかもしれな
いし、また不安でありましょう。それは、可能性が秘めら
れていることへの証でもあります。精一杯、高い志を持ち
続け、自分が自分に真摯に対峙すれば、夢が現実のものに
なります。夢の実現に結びつく「目標設計力」を磨き続け
ましょう。
　精一杯生きていると、壁にぶつかり、“自分”を見失い
そうな試練にあう時があります。私もそのような経験を何
度もしました。私は、そのときにはいつも、相田みつをさ
んの「肥料」という題の詩を思い返して、自分に言い聞か
せています。
　　あのときの　　　あの苦しみも
　　あのときの　　　あの悲しみも
　　みんな肥料に　　なったんだなあ
　　じぶんが自分に　なるための　
　チャレンジ精神を失わずに、前を向いて着実に進みま
しょう。
　皆さんの将来の活躍を心から期待し、大学院修了生への
辞とします。
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　皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　名古屋大学は、本日ここに、平成19年度の学部卒業生
2,207名に、学士の学位記を授与いたしました。
　本学の役職員を代表して、洋々たる将来に向けて船出さ
れる皆様に心からお祝い申し上げます。
　大学での勉学を糧に希望に満ちて新しく旅立ちされる皆
さんを、トヨタ自動車及び関連会社のご寄附によって48年
ぶりに改装された豊田講堂からお送りすることは、私ども
にとって誇りであり、喜びであります。
　皆さんの大学卒業という達成感と、これから始まる新し
い生活への期待感に満ちた溌剌とした気持ちが私にも強く
伝わってまいります。明るく、大きく拓かれた将来への出
発点に立たれている皆さんに拍手をお送りします。
　皆さんは、卒業式を迎えるにあたって、名古屋大学に入
学したときの心意気や、また在学中の出来事を思い出して
いたことでしょう。名古屋大学での学生生活は、充実した
ものでありましたか。若き日のこの貴重な時に多くのこと
を学ばれたことでしょう。在学中に得た「学問」と「友人」
は皆さんの財産です。大切にしてください。
　皆さんの中の約半数が大学院へ進学され、また、就職す
るか独自の道を進む方が半数おられます。大学院へ進学す
る方も数年後は社会に出て活躍されることとなります。
　皆さんの将来に期待して、激励の言葉を贈りたいと思い
ます。
　21世紀に入って考えてみますと、人間社会が迫られてい
る課題はいよいよ明確になってきていると思います。急速
に発展してきた科学技術は、人間の福利という点では「光」
をともしていますが、同時に、一方では生命を脅かすよう
な「影」をももたらしていることは事実であります。影の
問題は重々理解しながら、一旦禁断の実を食べてしまった
私たちは、エゴも加わって、十分な対応をせずにいたずら
に時が過ぎていきます。
　また、わが国では、残念ながら、政治、経済においても、

また市民生活のなりわいにおいても、システムが崩壊して
きております。物質的・経済的側面に偏ることなく、精神
的・文化的側面にも充実したバランスのとれた人間性豊か
な人が軸にならねばなりません。
　名古屋大学は、変革すべき問題に積極的に取り組み、か
つ建設的に問題解決に努める「勇気ある知識人」を育成す
ることを憲章で謳い、あなた方に教育してきております。
　安心・安全で持続可能な社会の構築のために一緒に取り
組みましょう。
　今は、はたして夢が持てない社会でありましょうか。い
や、私はそうは思いません。国際問題、経済問題、地球環
境問題、二極分化など社会が直面している諸問題をかかえ
混迷している現代は、これまでとは異なった意味での、解
決に向けた夢の種が一杯あります。
　若い皆さん方が、目立って良い、活力ある社会を再構築
しなければ、社会の建て直しは容易ではありません。これ
からは、世界の中で誇りを持って、かつ世界と共生してい
かねばなりません。
　そのためにも、皆さんが、グローバル社会の中で生きて
いくための世界観を身につけられることを希望します。常
に、世界で起きていることを敏感に捉えて、世界の動きを、
勇気をもって注視してもらいたい。特に、その国の文化、
歴史を尊重して、お互いの立場を理解しあってもらいたい
と思います。
　国際社会で相互交流するためには、同時に、自分の国の
文化を学んで接すること、自分が依って立つ基盤を大切
に、すなわち自分の存在意義「IDENTITY」を確立して
もらいたい。
　社会は様々な異なる文化、異なる宗教、異なる価値観を
持つものが共同、協調して構成するものであります。
　多様性を尊重するとともに、人の痛みが分かる、相手の
立場で物事を考えるように努められることを希望します。
　一方では国のエゴがぶつかる事もあるでしょうが、当
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然、我が国だけ単独で存続できることはないわけでありま
す。皆さんには、異文化を理解しあい、対等な立場でお互
いを尊重しあって共存する世界観を持ってもらいたいし、
そのための国際的な意見交換の道具（コミュニケーション
ツール）としての語学力をさらに磨いてもらいたい。
　資源のない日本は「知」を生かして国際的に生き、か
つ貢献する国でありたいと思います。「知」を尊重する社
会をつくらねばなりません。皆さんが活躍する21世紀は、
「知」の世紀であります。皆さんの今後の活動に大いに期
待しております。
　名古屋大学の卒業生は、「実直」、「実行力」、「実力」、「誠
実」などの漢字の「実」の字がよく当てはまる、と誉め言
葉を頂いておりますが、一方では「組織をリードする覇気
が弱い」とも言われております。高く評価されている点は
真摯に受けとめて、驕ることなく、しかしその特長を大切
に、そして直すところは努力して直してもらいたい。
　大学院に進学される皆さんにおいては、ここでもう一
度、大学院に進学する志を確かめ、自分が置かれている立
場を理解して、大学院の進学に備えてください。
　環境がどんなに変化しても変わることのない学問の基礎
を身につけ、物事を俯瞰的に見ることができる力を自分の
ものにする心構えを持ってもらいたい。
　また、就職される皆さんにおいては、自分の足元をしっ
かり見つめて、自分自身に精一杯投資して、周りから必要
とされる人間、組織から「貴方がいないと困る」と言われ
る人となられることを期待しております。皆さんは、大学
では、それぞれの分野でかなりの知識を身につけて卒業を
迎えたことと思います。
　しかし、今後、社会で出会う問題を適切に解決して行く
ために、常に学び続けてもらいたいと思います。さらに、
これまで学んでいない分野の知識を身につけなければなり
ません。このような時には、大学で学んだ学問の仕方が役
に立つと思います。時代とともに、会社の業務内容も変化

します。変革に取り残されないように、世の中の動きを敏
感に感じ取りつつ日々学び続けてください。
　今後は、すぐには解答が見つからない問題にチャレンジ
することになります。皆さんの引き出しに入っている知識
を融合し、活用してください。ある意味では、学生の気持
ちを今後とも失うことなく、自分に投資し続けてくださ
い。自分への投資は、環境の変化があっても失われること
はありませんし、越えなければならない壁にぶつかった時
ほど、大きな力を発揮するものです。壁にぶつかって自分
を見失いそうなときがあるかもしれません。そのような時
は「ちょっと立ち止まって自分を振り返る」ことも必要で
ありましょう。
　将来を担うのはあなた方です。皆さんが高い志を持っ
て、胸を張り、将来の人類社会のために頑張ってくれるこ
とを期待しております。それぞれの道で、最善を尽くし、
活力のある社会を創るために自信をもって活動されること
を希望しております。
　以上をもって、卒業生への辞といたします。おめでとう
ございます。
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　皆様、平成19年度名古屋大学学部卒業おめでとうござい
ます。世界各国で活躍していらっしゃる名古屋大学卒業生
10万人強を代表致しまして、お祝いの言葉を述べたいと思
います。皆さんは、官公庁、企業、あるいは大学院等、様々
な分野に、大きな志をもって、これから一歩、踏み出そう
とされています。私は企業に長くいまして、新入社員の方
に沢山お会いしてきました。その中で感じたことを、今日
はお祝いの言葉として述べたいと思います。
　皆さん御承知のように、会社、企業に入られる方の約
30%が、３年以内に辞めていく、ということが記録として
出ています。おそらく名古屋大学の卒業生の方は、そうい
う方は少ないと思いますが、全国平均しますとそうなって
いるようです。今までは、皆さんも色々な意味で、諸先生
方のお世話になったり、両親の世話になり、ある意味では、
本当に自立できていない部分があったのではないかと思い
ます。しかし、新しい社会に一歩踏み出すには、やはり心
の自立というものが大切になるわけです。我々の言葉でい
うと、「甘ったれるんじゃない」ということになる訳であ
りますが、過去の大学生活までの自分の人生を振り返って
いただくと、やはり、そこには何かに頼るというところが
あったのではないかと思います。誰の手助けも期待はでき
ない。自分の力で、これからは生きていくという、自立の
日であります。そういう意味で、自らの力で、これからの
人生を切り拓いていくのだという、覚悟をしていく必要が
あるのではないか。
　パスカルが、人間は二度生まれると言いました。私は、
今日は皆さんにとって心の自立の誕生日だと思います。あ
なた方の若さ、体力をもってすれば、できないことはない
と思います。天才といわれる人を除いて、人間の能力には
私の過去の経験からいってもほとんど差はありません。学
校の知識というものは知れたものです。大したものではな
いと思います。これは２千３百年前あの幾何学と論理学の
大家であるアリストテレスが、アレクサンダー大王と呼ば

れたマケドニアの国王でありましたアレクサンドロスの教
育係をしている時に言っております。もっとも大事なこと
は、人間としての力、知恵であります。そういうことから
言えば、社会に入って同じような能力の方の中で、どのよ
うに競争に勝っていくかということは、一にかかって根性
と意欲の差ではないか。入社３年以内に100人のうち30人
の方が、根性と意欲を失うのか、あるいは我慢が足りない
のか、辞めていくということは、国にとっても損失であり
ます。
　これから、あなた方は今までの４年間の10倍以上の年
数を過ごしていかれます。これから社会に出る皆さんに
申し上げたいのは、皆さんは先祖代々、色々な能力とい
うDNAを受け継いでいるわけです。このDNAにランプ
が点くか点かないか、は継続した努力の有無によります。
１回努力を止めると永遠にランプは点かないだろうとい
うことを、京都大学のアメフトの監督をやっておられた
水野彌一さんが、京大でアメフト日本一を数年間続けた時
に仰っていました。あるいは、プロ野球の川上哲治監督も、
同様のことを仰っていました。つまり、努力の継続ができ
るかどうかで、せっかく先祖伝来受け継いできた皆さん方
のDNAにランプが点かないことがなんと多いことか、と
いうことをお二人が言っておられました。私も多分そうだ
ろうと思います。テスト等でどうだと言うのではなくて、
これから10倍以上の年数を生きていくわけですから、せっ
かくの能力を開花させる、DNAのランプを点けるという
ことを惜しんではいけないと思います。
　日本は天然資源に恵まれない国です。エネルギーも食糧
も無ければ我々は生きていけない。突然電気が止まった
ら、あるいは食べ物が枯渇したら、我々の生活はほとんど
成り立たない。誰が一体、世界から日本のために、購入し
ているか。これは国際競争力をつけた日本の人材でありま
す。天然資源には恵まれないけれども、人と技術に関して
は、日本は、世界の中でも有数の国であります。この人材
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が日本の将来の全てを占うものになると思います。そうい
う意味で、日本国民は皆さん方へ非常に大きな期待を感じ
ていると思います。せっかく、中部の知の拠点である名古
屋大学を卒業したのですから、国際的にも自分のDNAを
点灯させて、開花させていく努力を怠らないように、私は
期待しております。
　今までの競争は隣の人との競争であります。これには全
く意味がありません。グローバリゼーションの進むなか
で、皆さんの競争相手は、アメリカであり、ヨーロッパで
あり、中国であり、アジアの同年輩の人々です。井の中の
蛙になってしまったり、あるいは夜郎自大的な考え方に
なってしまっては、皆さんは国際的競争に勝てません。皆
さんにいつも申し上げているのですが、１日30分読書しな
さい。今日から始めてください。多分一週間も続かないだ
ろうと思います。おそらく続けられる人は100人に１人か
２人だろうと思います。この30分の読書の差は、大変大き
なものになるでしょう。10年経てば結果ははっきり出てく
ると思います。ぜひ、気合いと根性でこれからの人生、心
の自立の決心をして、日々を送って頂きたいと思います。
　最後に皆さんにお願いがあります。この中部地方の
方々、名古屋大学の方々は、ともするとこの地域で非常に
comfortable に生活を送りたいと思っている方が多いよう
であります。これからの名古屋は、中部は、世界の中の中
部、世界の中の名古屋でなければなりません。出来る限り、
愛知から、あるいは中部地方から出て、日本の人々、ある
いは世界の色々な人々と交わって頂きたいと思います。そ
こで、お願いですが、旧七帝大の同窓生によって構成され
る学士会という団体があります。私も学士会の名古屋大学
の代表で評議員をやっております。しかしながら、この学
士会に入っている名古屋大学の学生が最も少ないのです。
たとえば東京大学は卒業生が多いのですけれども、41,000
人入っております。京都大学が6,800人、東北大学が7,400
人。名古屋大学は一番後で、2,600人しかおりません。なぜ、

名古屋大学の卒業生はそういう全国的な、自分達と同じよ
うな仲間のコミュニケーションの場である学士会に興味を
もたないのであろうか、入らないのだろうか。つまり、い
つも隣の人とだけ話をして、内輪だけの活動をしてきてい
るのではないか。一部の人を除いて、そういうように思い
ます。私が皆さんに期待しておりますのは、やはり、広い
眼で世界を見て頂きたいということです。広い場所に出掛
けて行って、それが皆さんの人間を磨いていくことになる
かと思います。
　皆さんの根性と意欲、自分の持っているDNAを開花さ
せる、ランプを点けるということを期待してお祝いの言葉
に致したいと思います。本日はおめでとうございました。
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　本学は、独立行政法人大学評価・学位授与機構が平成19
年度に実施した大学機関別認証評価において、大学評価基
準を満たしていると認定されました。
　国・公・私立大学は、学校教育法及び同施行令の規定に
基づき、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、
組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、７年以内ご
とに、文部科学大臣が認証する評価機関（認証評価機関）
の実施する評価（認証評価）を受けることが義務づけられ
ています。

　各大学は、この制度のもとで、複数の認証評価機関の中
から評価を受ける機関を選択し、その機関が定める基準に
従って自己評価を行うこととなっています。
　本学は、大学評価・学位授与機構を認証評価機関として
選択し、自己評価書には、同機構が定める11の基準（大学
評価基準。左下の図を参照）ごとに、その内容及び基本的
な観点に従って、大学の教育活動等の状況を分析、記述す
るほか、優れた点及び改善を要する点についても記述し、
平成19年６月27日（水）に提出しました。
　同機構は、提出された自己評価書に基づいて書面調査及
び訪問調査を実施することとなっており、本学の訪問調査
は平成19年11月１日（木）、２日（金）に実施されました。
　訪問調査では、大学関係者（責任者）との面談、一般教
員及び支援スタッフ等との面談、教育現場の視察及び学習
環境の状況調査、根拠となる資料・データ等の補完的収集、
現役学生及び卒業（修了）生との面談、大学関係者（責任者）
への訪問調査結果の説明及び意見聴取等が行われました。
　同機構は、書面調査による分析結果に訪問調査で得られ
た知見を加え、平成20年３月27日（木）、評価結果を公表し、
本学は、「大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準
を満たしている」と認定されました。
　本学は、評価結果を踏まえ、教育研究活動等の改善に役
立て、今後も教育研究水準の維持及び向上に努めていきます。
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　「分析・診療医工学による予防早期医療創成プロジェク
ト」名古屋大学フォーラム2008が、２月28日（木）、豊田講
堂において開催されました。
　同プロジェクトは、平成18年度文部科学省科学技術振興
調整費「先端融合領域イノベーション創出拠点形成」プロ
グラムの新規課題として採択され、本学が企業４社と共に
推進しているもので、今回のフォーラムは、「新しい医療
のかたち～大学と企業による新たな挑戦～」をテーマに、
未来を支える新たな医療のかたちには何が必要か、大学と
複数の企業が協働する新しい産学連携のあり方とは何か、
将来の大学のあるべき姿を、ゲストパネリストを交えて来
場者と共に考えることを目的としました。
　ゲストパネリストとして鎌田　實諏訪中央病院名誉院
長、女優の菊川怜氏を迎え、学内からパネリストとして
杉浦理事、馬場嘉信工学研究科教授が参加し、町永俊雄
NHKエグゼクティブ・アナウンサーが進行役を務めました。
　まず平野総長より、市民の方に対して来場のお礼とプロ
ジェクトの紹介があり、同プロジェクトが、産学・医工連
携の大規模なプロジェクトであることが説明されました。
　トークセッションの前半では、プロジェクトの研究テー
マの紹介に引き続き、産学・医工連携の現場で活躍する研
究者へのインタビュービデオが壇上の大画面に映し出さ
れ、当初は用語も研究の観点も違う異分野の研究者たち
が寄り集まって苦労したが、成果が出るにつれて、お互い
に認め合う関係になりつつあることが紹介されました。ま
た、協働企業の経営者の、「産学連携はあたかもM＆A
のように、お互い足りないものを補い合ってその事業を発
展させていくこと」というコメントも紹介されました。
　ビデオ上映を受けて行われたパネルディスカッションで
は、「今までは均質の研究者が集まることが研究推進の早
道と思われていたが、行き詰まってしまうこともある」、
「研究拠点に産学・医学の研究者が混ざるように配置した

のが良かった」、「異分
野の融合により新たな
研究領域が形成され
る」等、連携のメリッ
トが語られました。
　パネルディスカッ
ションの後半には総長
も登壇し、本学が総合
大学として「予防から
早期・高度医療、再発
予防までの一貫システム」の構築を目指し、ものづくりだ
けでなく、知恵づくり、ひとづくりの観点からも研究を推
進していくことが述べられました。平日にもかかわらず、
学内外から約1,000人が集まり、ほぼ満員の会場において
同フォーラムは盛会のうちに終了しました。
　特筆すべきは、学外からの参加者が全体の約８割と非常
に多かったことです。同フォーラムは、一般市民の方に本
学のプロジェクトの内容や進むべき方向性を、判りやすく
発信した貴重な試みであり、参加者アンケートの回答から
は、「今までの大学のイメージが大きく変わった。地域住
民との交流がもっと増えると良い」、「名古屋在住50年にし
て、初めて名大を身近に感じた」等、多くの好意的な感想
が寄せられました。
　なお、同フォーラムの模様は、NHKにより収録され、
３月９日（日）18時～19時に教育テレビ「日曜フォーラム」
内で全国放送されました。
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「分析・診断医工学による予防早期医療の創成」
名古屋大学フォーラム2008を開催



　「産学フォーラム―日本から世界へ」が、３月３日（月）、
米国ノースカロライナ州リサーチトライアングルパーク内
ノースカロライナ・バイオテクノロジーセンターにおいて
開催されました。このフォーラムは、本学がノースカロラ
イナに設立した現地非営利法人「名古屋大学テクノロジー
パートナーシップ（NU�Tech）」の開設を記念して催され
たものです。
　開催にあたっては、ノースカロライナ州商務省、バイオ
テクノロジーセンター、起業開発委員会（CED）など地
元諸機関の強力な支援を受けることができ、本学の進出が
地元に大きな期待をもって受け入れられていることが確認
されました。
　このフォーラムには75名の参加があり、うち約60名が地
元ノースカロライナの大学、研究機関、政府機関、民間団
体そして民間企業からの参加者でした。日本から当地に進
出している企業や団体からも多くの参加があり、また、東
海地域の国際産学官連携において連携体制を取っている岐
阜大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学からも６名が
参加しました。
　フォーラムは、鈴木均 NU�Tech 所長（本学特任教
授）の司会により進められ、冒頭に宮田副総長から、NU�
Tech の開設によりノースカロライナを中心とした積極的
な国際産学連携を進めていく旨の決意表明がされました。
続いてノースカロライナ州のジェームズ・フェイン商務長
官より、温かい歓迎のことばと積極的支援の約束を頂きま
した。
　引き続き、本学との産学連携協定校であるノースカロラ
イナ大学チャペルヒル校のマーク・クロウエル副学長補佐
とノースカロライナ州立大学のジョン・ギリガン副学長か
ら、両校の産学官連携体制の紹介があり、本学からは渡邉
明彦国際連携部長からその取り組みを紹介しました。各校
の産学官連携内容を相互に紹介できたのは大きな意義があ
りました。

　民間団体および企業からは、山越厚志経団連米国事務所
長、ジェフリー・マカレヴィクツトヨタ自動車技術・製造
研究所部長、ウォルター・オレジアク�三井ベンチャー投
資パートナーからの報告があり、特にトヨタ自動車及び三
井ベンチャーからは具体的な世界戦略の紹介があるなど、
参加者は大変興味深く聞いていました。
　また、本学の産学連携の成果紹介として、澤木宣彦工学
研究科教授から、本学が誇る青色発光ダイオードにおける
産学官の連携プロセスについて、また、馬場嘉信工学研究
科教授から、産学官連携によるナノバイオデバイス開発に
ついての紹介がありました。これらの発表に対し、最後に
総括を行ったノーリス・トールソン�バイオテクノロジー
センター理事長から、ナノバイオデバイスなどは、今後、
協力体制を組んでいける可能性のある分野だとの発言があ
りました。
　フォーラムの内容は非常に多彩で充実したものとなり、
NU�Tech の開設記念イベントとして盛会のうちに終了し
ました。
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産学官連携体制の紹介をするクロウエル ノースカロライナ大学チャペルヒル校副学長補佐

会場の様子

あいさつをするフェイン商務長官
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米国ノースカロライナにおいて
「産学フォーラム―日本から世界へ」を開催



　第３回高等研究院スーパーレクチャーが、３月13日
（木）、経済学部第一講義室において開催されました。
　スーパーレクチャーは、高等研究院における研究プロ
ジェクトを終了した高等研究院教員の研究成果を広く学内
外に発信するため、年１回程度開催しているもので、今回
は「人体・生命の不思議」をテーマに、坂神洋次高等研究
院副院長の司会進行のもと、４名の講師による講演が行わ
れました。
　最初に、吉村　崇生命農学研究科准教授が、「動物が季
節を読み取る仕組みを探る」と題し、動物が季節を読み取
る仕組みについて、アリストテレスに起源する研究の流れ
と最新の研究成果を報告しました。
　続いて、近藤高等研究院長が、「Kai タンパク質が刻む
シアノバクテリアの一日」と題し、単細胞生物から高等動
植物に至るまで普遍的に確認されている、時を刻む時計機
構（概日時計または生物時計）に関連する最新の研究成果
について講演しました。KaiC 蛋白質が、生命の最も根源
的な反応であるATPの分解を利用して自ら「振子」とし
て機能するからくりを持っていること、またその発見に至
る経緯について説明があり、研究の醍醐味が伝わる講演と

なりました。
　引き続き、松本邦弘理学研究科教授が、「生命現象とシ
グナル伝達 : モデル動物からのアプローチ」と題し、生命
現象の基本であるシグナルの受容・反応過程におけるシグ
ナル伝達制御に関する最新の研究成果を紹介し、またアル
ツハイマー病や炎症性腸疾患の解明や治療との関係にも触
れました。
　最後に、貝淵弘三医学系研究科教授が、「動脈硬化のし
くみをさぐる」と題して、我が国の死因の大きな部分を占
めている心筋梗塞や脳出血・脳梗塞などの動脈硬化性疾患
の予防および治療法の開発について講演し、同教授が中心
になって発見し世界的に注目を集めている、血管平滑筋の
攣縮に低分子量GTP結合蛋白質 Rho が中心的役割を果た
していることに関連して、そのメカニズムおよび創薬への
応用について解説しました。
　それぞれの講演後には、活発な質疑応答が行われまし
た。このスーパーレクチャーに参加した約120名の本学教
職員、学生、一般市民等からは、「分かりやすかった」、「面
白かった」、「参加して良かった」との感想が寄せられ、大
変有意義なものとなりました。

13NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.179

会場の様子

講演を行う吉村生命農学研究科准教授 講演を行う近藤高等研究院長 講演を行う松本理学研究科教授 講演を行う貝淵医学系研究科教授
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第３回高等研究院スーパーレクチャー「人体・生命の不思議」を開催



　尾身幸次衆議院議員が、３月14日（金）、本学を訪問し学
内を視察しました。
　尾身議員は、文部科学省関係者、経済産業省関係者、
平野総長、宮田副総長、高橋事務局長らと共に、まず赤﨑
記念研究館４階にある予防早期医療創成センターを見学し
ました。吉田安子同センター特任教授から、センターが推

進する「分析・診断医工学による予防早期医療の創成」に
ついて概要説明、その後、実験室において研究開発の進捗
状況や今後の見通し等について、各担当研究者から説明を
受けました。
　次に一行は、赤﨑勇特別教授の研究業績及び高輝度青
色発光ダイオードの研究開発史を紹介する同研究館１階
の展示室を竹田美和工学研究科教授の案内により見学しま
した。
　引き続き、IB 電子情報館内の工学研究科附属プラズマ
ナノ工学研究センターおいて、堀　勝同研究科教授から、
文部科学省の実施する知的クラスター創成事業に選定され
た、愛知・名古屋地域の「ナノアセンブリングシステム開
発」及びプラズマナノテクノロジーに関する研究について、
実験装置を見学しながらの説明がありました。
　尾身議員は、いずれの訪問先においても、活発に質疑応
答、意見交換を行い、本学の学術研究に対する理解を深め
られた様子でした。

　本学を幹事校とする大学連合（名古屋大学、名古屋工業
大学、豊橋技術科学大学、豊田工業大学）と愛知県との間
で、シンクロトロン光利用施設の整備・運営のための大学
連合と愛知県との支援協力に関する協定締結式が、３月４
日（火）、愛知県公館において行われました。この協定は、
地域の産業界、大学及び行政が連携して整備を進めている
「知の拠点（愛知万博の長久手会場跡地）」に設置を計画し

ている同施設を早期に実現し、円滑な運営体制を構築する
ために、大学連合と愛知県が協力して支援することを目的
としています。
　同施設の設置構想は、本学が平成元年に提案し、鋭意検
討を進めると共に有用性をアピールしてきたもので、平成
15年から愛知県との連携協議を続けてきました。本学学内
では、小型シンクロトロン光研究センターを平成19年４月
に発足させ、同施設の光源・ビームライン・建物について
仕様の決定から基本設計までを手掛けてきました。平成21
年度には同施設の建設を開始し、平成23年度中に供用開始
の予定です。
　産学官の連携を施設の検討段階から始め、さらに整備か
ら運営まで協力して進めることは、同施設のような大規模
プロジェクトでは全国でも初の試みです。今回の協定締結
により、多くの利用者が想定される４大学が協力すること
で、産業界を含め、地域をあげて同施設の実現と利用を目
指す体制構築の第一歩とし、同プロジェクトの早期実現に
より、地域の科学技術の飛躍的進展、そして産業の持続的
発展につながるよう、相互に密接な協力を推し進めるもの
です。
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視察の様子

協定書を取り交わした神田知事（中央）と４大学の学長（左から、西永　頌豊橋技術科
学大学長、平野総長、１人おいて松井信行名古屋工業大学長、生島　明豊田工業大学長）
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尾身衆議院議員が本学を視察

本学をはじめとする大学連合４大学と愛知県がシンクロトロン
光利用施設に関する支援協力協定を締結



　平成19年度エネルギーに関する文理融合研究合同成果報
告会「第３回　名大発－省エネ推進と地球温暖化防止」が、
３月14日（金）、経済学部第一講義室において開催されました。
　この報告会は、省エネによる地球温暖化防止のための
「名大発」の取り組みとして、文系・理系の研究者、事務・
技術職員及び民間企業関係者が一体となって進めてきた

「名古屋大学における省エネルギー推進と地球温暖化防止
のための共同研究」の主要４プロジェクトの成果を発表す
るために催されました。
　はじめに、山口施設管理部長が、大学の省エネ推進や地
球温暖化防止対策における排出ガスの削減の重要性につい
て述べ、その後、長谷川達也エネルギーマネジメント研
究・検討会主査が、「経済産業大臣賞」及び「2008愛知環
境賞・優秀賞」の受賞事例について紹介し、引き続き、各
研究プロジェクトの成果として①エネルギー原単位や受益
者負担制度、②省エネ行動促進と心理的影響、③電力消費
に関する研究室単位の情報提供の効果、④共同研究による
人感連動制御システムの開発、⑤省エネ機器として期待さ
れる LED照明の実用化に向けての現状、等について発表
しました。
　当日は、数多くの企業、国立・私立大学等を含め、学内
外から約130名が参加し、活発な意見交換が行われました。
　また、引き続き開催された情報交換会において、
林　達也全学技術センター技術長から今後の大学の省エネ
活動に対する取り組み支援について紹介があり、参加者間
で有意義な情報交換が行われました。

　名古屋大学エネルギーマネジメント研究・検討会（EM
研）及び経済学研究科による「経済学研究科棟における文
理融合、事務・技術職員連携による省エネ対策の実践」の
取り組みが、2008愛知環境賞「優秀賞」を受賞し、３月24
日（月）、名古屋市内のホテルにおいて表彰式が行われ、表
彰状とトロフィーが授与されました。

　愛知環境賞は、愛知県の主催により、資源循環や環境負
荷の低減に向けて、企業、団体及び県民の先駆的で効果的
な技術・事業・活動・教育を広く紹介することによって、
新しい生産スタイルや生活スタイルを文化として社会に根
付かせ、資源循環型社会の形成を促進することを目的に、
「愛知万博」開幕を控えた2005年２月に第１回が実施され、
今回で４回目となりました。
　応募事例は、NPO、各種団体・グループ、市役所、小
学校などから38件に上り、その中で本学が「優秀賞」を受
賞した理由として、経済学研究科棟を中心に学内で連携し
て快適さを失わない省エネシステムを導入し、その効果を
科学的に検証するとともに、学生自らが省エネ行動の実践
を図り、その環境意識の向上にも貢献したことが挙げられ
ました。
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報告会の様子

表彰状を受ける長谷川達也 EM研主査（左）
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平成19年度エネルギーに関する文理融合研究合同成果報告会
「第３回　名大発－省エネ推進と地球温暖化防止」を開催

本学が2008愛知環境賞「優秀賞」を受賞



　科学研究費補助金（科研費）説明会が、２月26日（火）、
野依記念学術交流館２階カンファレンスホールにおいて開
催されました。この説明会は、本学の教職員、大学院生、
近隣大学の事務職員などを対象に、科研費制度について一
層の理解を深めるために今回初めて実施されたもので、学
内外から約160名の参加がありました。

　当日は、山本理事の司会により、平野総長のあいさつ
の後、稲田利文�理学研究科准教授・文部科学省学術調査
官から「科学研究費補助金制度における学術調査官（PO）
の役割について」と題した説明が行われました。POは「研
究者コミュニティーと行政の橋渡し」であり、科研費の審
査・評価や審査制度設計に携わり、よりよい科研費制度の
ために活動しているとの説明がありました。
　その後、長澤公洋文部科学省研究振興局学術研究助成課
企画室長補佐から「科学研究費補助金の現状と課題」と題
した説明が行われました。科研費に関する昨今の情勢およ
びその詳細について、「科研費の意義」、「予算と配分」、「制
度改善」、「不正使用等防止のための対策」、「今後の方向」
に分けて説明があり、特に平成20年度科研費から新たに公
募される「新学術領域研究」の説明の際には、公募発表が
翌日に迫っていたこともあり参加者は熱心にメモをとって
いました。

　平成20年度高等研究院研究プロジェクトが、１月22日
（火）、高等研究院会議において決定し、右の１件の研究プ
ロジェクトが採択されました。
　同研究プロジェクトは、本学が世界に誇りうる最高水準
の学術研究を集中的に推進し、画期的な成果をあげること
を目指すものです。このため、高等研究員教員は、研究プ
ロジェクトの遂行に専念するとともに、本学の研究水準の
全般的向上及び知的存在感を高める活動への貢献が期待さ
れます。
　これまでに、54件の研究プロジェクトが採択され、その
うち31件がすでに完遂されており、本学の最高水準の研究
成果を内外に示してきました。

「エネルギーフロンティア実験による新素粒子の発見」
戸本　誠�理学研究科准教授
［研究タイプ］２（萌芽的・独創的な若手プロジェクト研究）
［期　　　間］平成20年４月１日～平成24年３月31日
［概　　　要］
　クォークとレプトンを基本構成粒子とし、それらの間に
３種類の力が働くことで、全ての物質が構成されるとする
素粒子「標準模型」は、20世紀半ばに誕生し、10－18メー
トルの極微な素粒子世界までの理解・検証がなされていま
す。そして、CERN（欧州原子核研究機構）にて、世界最
高エネルギー LHC加速器実験がスタートし、人類はさら
に一桁小さい10－19メートルまでの素粒子世界を探索する
レベルにいよいよ到達します。本プロジェクトは、人類初
の極微世界で観測される、素粒子の質量起源である未発見
ヒッグス粒子や、超対称性粒子に代表される「標準模型」
を超える新しい物理の探索・発見を目指します。二千人に
およぶ共同研究者による巨大国際プロジェクトの中で、本
学の若手研究者が、研究員・大学院学生からなる研究組織
を率い、素粒子物理学革命に挑戦します。
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説明を行う長澤文部科学省室長補佐
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科学研究費補助金説明会を開催

平成20年度高等研究院研究プロジェクトが決定



　第１回名大版・子育て支援セミナーが、３月１日（土）、
野依記念学術交流館において開催されました。同セミナー
は、平成19年度に採択された科学技術振興調整費「発展型
女性研究者支援名大モデル」事業の一環として催されたも
ので、同事業の重要課題として挙げられる「育児と仕事の
両立支援」の充実を図るため、本学における育児に関する

職場環境の整備について広く周知し、大学内における子育
てネットワークを実際に広げることを目的としました。
　本学構成員とその家族、合わせて150名以上もの参加が
あり、前半の「親子ふれあいコンサート」では、歌のお姉
さんと一緒に楽しいおしゃべり、歌遊び、体遊びを親子で
楽しみました。後半の「子育て交流会」では、平成20年度
から実施される「育児短時間勤務制度」や、現在検討中の
病児保育や学童保育などの本学の育児支援に関する情報
発信を行い、さらにママ友広場とパパ友広場に分かれて交
流の場を作りました。育児をしながら働く人の悩みや相談
を、学内で同じ境遇にある人々が共有するとともに、今後
の支援のあり方について有意義な意見収集ができました。
また、両親が交流している間、子ども達が遊べるキッズ
ルームでは、本学の学生サークル「ほーきぼし」の学生ら
が中心となって活躍しました。本学では、今後とも、親－
子ども－学生がつながった子育てネットワークづくりを推
進していきます。

　女子中高生理系進学推進セミナーが、３月１日（土）、野
依記念学術交流館において開催されました。
　まず、岩崎恵美子仙台市副市長から、「耳鼻科医から感
染症専門家へ、そして今、副市長として」と題した講演が
あり、50歳を過ぎて熱帯医学を志し、エボラ出血熱が流行
した現地ウガンダでの治療に従事した体験や、副市長とし

て行っている活動が語られました。３人の子どもを育てた
母親でもある同氏の常に挑戦する生き方が、来場した保護
者へのエールとなり、参加者からは好評を得ました。
　続いて行われた女性の学部学生・大学院生・大学教員に
よるトークセッションでは、大学生活、研究生活が紹介さ
れました。部局・学年の異なる４名の学生からの、研究
室での一日や博士課程へ進学したきっかけ等の紹介の後、
束村博子生命農学研究科准教授（男女共同参画室長）から、
受験の経験談を交えた応援のことばが贈られました。
　参加者は合計約100名に上り、配布した質問票には、
岩崎氏への質問も含め、大学生に対する率直な質問が多数
寄せられました。質問のいくつかはトークセッションで取
り上げられましたが、セミナー後の懇親会では女子中高生
が積極的に講演者やスタッフと交流し、様々な情報に触れ
近い将来を考える真剣な姿がみられました。参加した中高
生からは、理系進学への決意が固まった、などの声も寄せ
られました。
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第１回名大版・子育て支援セミナーを開催

女子中高生理系進学推進セミナーを開催



　平成19年度卒業・修了留学生を送る夕べが、３月７日
（金）、シンポジオンホールにおいて開催されました。
　この会は、今春卒業・修了して、進学、就職、帰国等で
本学を巣立っていく留学生（399名、44の国・地域）の今
後の活躍を激励、祝福し、相互理解と交流を深め、本学で
の想い出の一つとなるよう開催されたもので、留学生や、

愛知県をはじめとする日頃お世話になっている留学生支援
団体、留学生関係教職員など約200人が参加して盛大に行
われました。
　最初に、平野総長から激励、祝福のあいさつがあった後、
来賓を代表して、中

なか

神
がみ

　優愛知県地域振興部国際監から祝
辞がありました。また、名古屋大学留学生後援会からの記
念品が、同後援会会長の平野総長から各部局の代表者へ手
渡されました。これに対し、卒業・修了留学生を代表し
て大学院国際開発研究科博士課程前期課程２年の N

ノ ン

ONG 
S

ソ ワ ナ

ovannak さん（カンボジア）と大学院情報科学研究科博
士課程前期課程２年の王

ワン

　華
ホゥア

さん（中国）の２人が、日本
に留学してからの感想を含め謝辞を述べました。
　続いて、杉山理事の発声により乾杯が行われ、終始なご
やかに懇談が進められました。石田留学生センター長から
の閉会のあいさつの後、留学生に留学生後援会及び留学生
支援団体からの記念品等が手渡され，名残惜しい中、閉会
しました。

　留学生のための就職ガイダンスが、１月18日（金）、25日
（金）、２月21日（木）、23日（土）の４回にわたって開催され
ました。
　このガイダンスは、留学生が日本で就職活動やキャリア
開発を行う際に必要とされる知識 ･ スキルの習得を中心と
する教育的プログラムとして実施されたものです。これま
での留学生雇用を希望する企業の会社説明会開催や中部経
済産業局の留学生インターンシップ事業への協力に加え
て、留学生に対するキャリア教育の必要性に対応するもの
です。

　ガイダンスでは、名古屋外国人ジョブセンターの後藤
文吾氏による「留学生就職支援ガイダンス（基礎編）」で
留学生が日本で就職するための知識と留意点が、本学大学
院生の服部明子氏による「就職活動のための日本語フレー
ズ講座」で仕事の敬語と封筒の書き方が、船津静代学生
相談総合センター助教及び就活サポーターによる「留学生就
職支援ガイダンス（実践編）」で経験豊富な講義とエントリー
シートの書き方やスーツ姿の模擬面接が扱われました。また、
先輩留学生をパネリストに迎えた第４回「本音で語ろう日
本での就職！」では、学生時代の人脈構築の大切さ、自分

が外国人だという先入観を持た
ないこと、日本ではチームワー
クが大切等の有意義な経験談が
本音で語られました。
　参加者からは詳細で役立つ情
報が多く良かったという感想が
寄せられ、本学では今後も継続
して開催する予定です。
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記念品を授与された各部局代表の留学生

第２回留学生のための就職ガイダンス　会場の様子 第３回留学生のための就職ガイダンス　模擬面接の様子
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卒業・修了留学生を送る夕べを開催

留学生のための就職ガイダンスを開催



　第17回経営協議会が、３月23日（日）、名古屋市内のホテ
ルを会場として開催されました。
　会議では、平野総長のあいさつの後、本学を取り巻く最
近の主な動向、平成20年度における年度計画、学内予算配
分、長期借入金の借入れ及び償還計画、名古屋大学契約職
員就業規則等の一部改正について、各担当理事、副総長か
ら説明が行われ、審議の結果、了承されました。
　続いて、総長から、次期役員等に関して意見聴取が行わ
れた後、名古屋大学職員給与規程の一部改正、次期経営協
議会委員、平成20年度の開催予定について報告が行われま
した。
　また、外部委員からは、医学部附属病院の経営状況、施
設整備状況等について、貴重な意見が多数寄せられました。
　なお、同日には第７回総長選考会議も開催され、総長に
対する中間評価に係る申し送り事項、次期総長選考に係る
日程等について審議が行われました。

　第16回経営協議会が、２月17日（日）、名古屋市内のホテ
ルを会場として開催されました。
　会議では、平野総長の挨拶の後、本学を取り巻く最近の
主な動向、本学の財政状況、平成20年度予算について、各
担当理事から説明が行われ、審議の結果、了承されました。
　続いて、大峯理事から、剰余金の翌事業年度への繰越し
について報告が行われました。
　また、外部委員からは、革新的技術創造戦略に対する名
古屋大学の取り組み、大学での英語教育の在り方、優秀な
研究生・学生を海外から受け入れる体制整備等について、
貴重なご意見が多数寄せられました。
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経営協議会の様子
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第17回経営協議会、第７回総長選考会議
を開催

第16回経営協議会を開催



　夜空を見上げるとたくさんの星が瞬いていま
す。とは言っても、名古屋の夜空はまばらに星が
見える程度ですが、我々研究グループが天文観測
を行っているニュージーランドの夜空はまさに満
天の星が瞬いており、星明りで本が読めるのは本
当だと実感できます。一般的に星の明るさは変化
しませんが、中には周期的に明るさを変える変光
星や、星の一生の最後に引き起こす大爆発である
超新星など、明るさが変わる現象もあります。こ
れ以外に、重力マイクロレンズとよばれる効果で
星の明るさが何百倍にもなる現象が起きることが
あります。
　アインシュタインの一般相対性理論によれば、
光も重力の影響を受けて曲がります。星の光が地
球に届くまでに、途中にある星の重力でレンズを
通ったように曲げられることを重力レンズと言い
ます。「レンズ」の大きさはレンズ役の星の重さ
によって決まり、太陽程度の星で太陽と地球の間
の距離くらいの大きさになります。夜空にはこれ
くらいの大きさのレンズが文字通り「星の数」だ

けあり、遠くの星の前をたまたま「レンズ」が通
りかかると、一時的に集光され明るさが増したよ
うに見えます。これが重力マイクロレンズ現象で
す。これを見つければ、望遠鏡で観測できない暗
い星でもその存在を推定する事ができます。しか
しこの現象が起こる確率は非常に低く、毎晩数
百万個の星を１年間観測し続けてやっと１個見つ
かるくらい稀な現象です。
　我々太陽地球環境研究所の宇宙線研究室では、
ニュージーランド南島のテカポ湖ほとりにあるマ
ウントジョン天文台で、毎晩数千万個の星をモニ
ターして重力マイクロレンズ現象の観測を行って
います。当初この研究は銀河系に存在するはずの
光を発しない存在「暗黒物質」の探索が目的でし
たが、太陽系外惑星の発見にも有効である事が分
かってきました。レンズ役の星が惑星を伴ってい
ると、その惑星による微かな重力レンズも増光に
加わり、その結果増光が複雑な時間変化を示しま
す。これを解析することで、惑星の公転半径や質
量が推定できるのです。この複雑な増光を逃さず
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図１　 ニュージーランド・マウントジョン天文台。世界最
南端の天文台でもある。

図２　 重力マイクロレンズ現象による太陽系外惑星の探索。背景星の
光が途中の星と惑星の重力によって集光する。これを観測する
ことにより途中の星が暗くても重さなどの性質が分かる。
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重力レンズ効果で太陽系外惑星を探す
―５千光年のかなたに太陽系を半分に縮めた惑星系を発見―

伊藤　好孝　太陽地球環境研究所教授



捕らえるために、我々が見つけた増光現象を世界
各地にある望遠鏡が協力して追尾観測を行ってい
ます。この手法により現在までに４個の系外惑星
が発見されており、2006年１月には当時発見され
ていた中で最も軽い系外惑星（地球質量の約５倍）
を発見して大きな話題を呼びました。
　また、2006年４月、１個の主星と２個の惑星の
３個の重力レンズの効果による非常に複雑な増光
を起こした例が見つかりました。これを解析した
結果、我々から５千光年の距離にある太陽の半分
の重さの恒星と、その周りの木星の0.71倍、0.27
倍の重さの２個の惑星によるものである事が分か
り、今年２月に論文として発表しました。この２
つの惑星は太陽系の木星と土星の関係によく似て
います。内側の惑星の質量が主星の約1/740（木

星は太陽の1/1000）、外側の惑星の質量は内側の
惑星の1/3（土星は木星の1/3）、２つの惑星の軌
道半径は、地球の軌道半径の2.3倍、4.6倍（土星
の軌道半径は木星の倍）と、太陽系をちょうどそ
のまま半分縮小した姿です。惑星の表面温度も木
星・土星の温度とよく似ています。いろいろな面
で非常に太陽系に近い惑星系が発見されたと言え
るでしょう。重力マイクロレンズ現象を利用した
太陽系外惑星の探索は、他の手法と違い一回こっ
きりの現象で後からその惑星の性質について詳し
く調べられないという難点はあるものの、地球
サイズの小さな惑星や比較的遠い軌道を回ってい
る惑星にも感度があるという大きな強みがありま
す。今後、生命が存在可能なもうひとつの地球が
発見される日も近いかもしれません。
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1965年名古屋生まれ。1995年京都大学理学部物理学科卒業後、東
京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設助手、2000年より同
助教授。宇宙線の研究、特にニュートリノの研究に従事。2004年
より現職となり、宇宙線の研究に加えて重力マイクロレンズ効果に
よる暗黒物質や系外惑星の研究を開始。素粒子と宇宙の境界分野の
研究を目指す。趣味は音楽。

いとう　よしたか

図３　�太陽系の惑星（上）と今回発見された惑星系（下）の重さと軌道半径の関係。�
１天文単位とは太陽と地球間の距離に相当する。



　平成19年度名古屋大学総長顕彰授与式が、３月
25日（火）午後４時より、豊田講堂第一会議室に
おいて行われ、８名の学生と３団体が表彰され
ました。
　総長顕彰制度は、学問の研鑽や文化・社会活動
等を通じて、「名古屋大学学術憲章」の目指す人
物像を実践している学生を称えるために、平成15
年度に創設されたもので、顕彰の対象は、「学修
への取り組み」（学修において成果がともなう取
り組みを積極的に行っており、その姿勢・成果が
他者の模範となると認められる者）及び「正課外
活動への取り組み」（社会貢献活動、ボランティ
ア活動、課外活動等において優れた評価を受けた
者、または本学の名誉を著しく高めた者）の２部

門からなります。
　今年度は、「学修への取り組み」部門に４件の
学部推薦が、「正課外活動への取り組み」部門に
自薦・他薦を合わせて12件の応募がありました。
　これら合計16件の推薦・応募について、理事、
部局長等で構成する総長顕彰委員会での審査の結
果、「学修への取り組み」部門で４名、「正課外活
動への取り組み」部門で４名・３団体が受賞しま
した。
　また今年度は、表彰式の後、総長、理事及び受
賞学生の参加のもと懇談会が行われました。同懇
談会では、総長から学生に対し将来への激励があ
るとともに、活発な意見交換が行なわれました。
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　総長顕彰という名誉ある賞をいただき、とても嬉しく思うと同時に
重みを感じています。興味のあることには挑戦して最後までやり遂げ
る、という姿勢で４年間を過ごしました。

　２年生の時には合唱サークル
でパートリーダーを務めました。
　専門課程において、ゼミ活動
を積極的に頑張りました。ゼミ
全体として東海地域の産業クラ
スターの研究を行い、論文作成
に取り組みました。企業や行政
にインタビューを行うことで、
文献のみからでは得られない現

実的な意見を論文に取り入れることができました。また、他大学の学
生と交流する機会もあり、とても貴重な経験ができました。
　夏休みには愛知県新産業課でインターンシップを行い、知的財産を
中心に行政と企業・県民との関わりを知ることができました。公務員
の立場から物事を考察することはなかったので、大いに勉強になりま
した。愛知の人材育成という点でゼミ活動との共通点もあり、有意義
な10日間を過ごせました。
　これらの経験によって自分に自信がつき、さらに勉強意欲が増しま
した。そして、今度は国際経済を勉強したいと思い、学部４年時を有
意義に勉強できるシステムである「学部・修士５年一貫プログラム」
で大学院の授業を先行履修することを決めました。今までの勉強との
違いに戸惑うこともありましたが、自主的な勉強に加え、大学院学生
主体の経済数学などの勉強会に積極的に参加することで、理論の勉強
への新たな面白さを学ぶことができました。この１年間で貿易理論の
基礎を学んだので、来年度はさらに深く理論を学び、修士論文の作成
に力を注ぎます。
� あさい　みほ　1985年生まれ　愛知県出身

「学修への取り組み」部門
氏　名 学部学科・学年 受賞理由

浅井　美保 経済学部経営学科４年 学修へ望む姿勢は、大変積極的で、３年次ではゼミ全体としての論文作成では中心となって活躍し、その論
文は ISFJ 日本政策学生会議「政策フォーラム2006」において特別賞を受賞した。現４年次では経済学部の「学
部・修士５年一貫プログラム」に合格し、大学院の授業を先行履修しており、新たな学問へも熱心かつ真摯
に臨んでいる。研究者としての将来の希望を持つなど、学修への意欲が高く、能力や情熱、資質を十二分に
備えた学生といえる。

西村　好史 理学部化学科４年 研究室での指導教員からの信頼が厚く、思考能力・理解力も高く評価されており、意見や批判を自ら進んで
理解する事を厭わない。取り組んでいるプロジェクトでは、問題点を確実に把握し、問題へのアプローチに
おいて独創性を発揮することができている。今後においても、更なる飛躍が期待できる。

今井　俊幾 工学部機械・航空工学科３年 博士前期課程の飛び級の入学試験では４年生に引けをとらない優秀な成績であった。また参加している「学
生フォーミュラチーム」では、授業で学んだ知識を生かし成果をあげており、他人との経験を大切にしながら、
単なる知識の追求にとどまらず、自身の能力の向上に対する姿勢が伺える。

山田ひと美 農学部応用生物科学科４年 積極的に将来の目標や可能性に向けての努力を惜しまない修学意欲があり、研究活動においても深い洞察力
と向上心で興味深い結果を得ている。自身の積極性、行動力は、日常の研究室運営や名大祭実行委員として
も発揮されている。この姿勢は今後の大学院での研究活動においても発揮され、更なる飛躍が期待できる。

「正課外活動への取り組み」部門
分　野 団体名（代表者）または個人名（団体名） 受賞理由

社会貢献活動 名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会
（坂野　遥奈・工学部化学・生物工学科１年）

環境負荷の少ない循環型社会の形成を理念として掲げ、名古屋大学生から生じるゴミの減量
化を図る為に行われている「リユース市」は、名古屋市からの後援も受け多くの参加者から
賛同を得ており、長年続けてきた活動が、根付いてきていると言える。今後の活動が社会的
関心事である環境問題への興味をさらに喚起することを期待する。

正課外活動
（部活動）

航空部
（長濱　孝胤・工学部機械・航空工学科４年）

全日本学生グライダー競技選手権大会において、常に安定した成績を修め、昨年の第47回大
会では関東の私学強豪校を抑え、東海勢として、また国公立大学としても初の団体優勝を成
し遂げた。

正課外活動
（部活動）

渡邉　淳史・経済学部経済学科４年
（ヨット部）

３年次編入学の為、多くの授業出席や就職活動等多忙な中で、廃部同然だったヨット部の再
興の為、大変な熱意を持って新入部員の指導育成を行い、中部学生ヨット個人選手権大会優
勝等、各種大会で優秀な成績を修めた。

社会貢献活動 ちくさ日曜学校
（三輪　夏樹・教育学部人間発達科学科３年）

「障害者にも教育の場を」という願いのもとに結成され、障害を持った「学級生」とその親と
学生が集い行なわれる様々な活動は、参加者が安心して楽しめ、共に学び合い成長する場と
なる事を心がけている。この活動を通じて障害者の新たな社会生活への足がかりとなるだけ
でなく、学生自身も多くの事を学べる場であると言える。

正課外活動
（部活動）

小島　健児・工学部化学・生物工学科４年、
飯田　亜里紗・医学部保健学科４年

（舞踏研究会）

2005年のカップル結成以来、数多くの大会で優秀な成績を修め、2007年の全日本学生競技ダ
ンス選手権大会ではクイックステップの部で優勝した。卒業後は OB・OG として後輩の育成
だけではなく、アマチュア選手としての活躍も楽しみである。

正課外活動
（部活動）

小山　倫代・医学部医学科５年
（陸上競技部）

医学部生として実習等の忙しい中でも、長距離選手として練習を続け、全日本大学女子選抜
駅伝では東海学生連盟の選抜に、愛知県市町村対抗駅伝競走大会では名古屋市の代表に選ば
れるなど、その努力が感じられる。また、名大女子として初の全日本大学女子駅伝に出場す
るなどチームのエースとしても活躍した。
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ゼミ室で貿易理論の勉強中

平成19年度名古屋大学総長顕彰　受賞者及び受賞団体のことば

４年間の歩みと今後の課題
浅井　美保　経済学部経営学科４年

「学修への取り組み」部門



　私は学部での４年間、目標を立て、それが達成できるよう一生懸命
に努力してきました。３年生までは、「知識を広げる」ことを目標と
して、様々な分野の学習に意欲的に取り組んできました。その３年間

で、特に有機化学に興味を持ち
ました。身近な糖から、薬のよ
うな有用なもの、あるいは毒の
ような危険なものを人の力で作
り出せることに感動したからで
す。そのため、４年生からは「有
機化学の知識を深め、技術を身
につける」ことを目標に掲げ、
研究室には強い意志を持って配

属を希望しました。
　私は現在、生物有機化学研究室で、有機化学を用いた天然化合物の
合成研究を行っています。とてもやりがいのあるテーマを与えていた
だけたことで、研究の面白さとやりがいをより強く感じました。研究
を進める中で、反応がうまくいかないことは、何度もありました。そ
れでも、研究を始めてから１年間、日々研究に打ち込んできました。
その成果は、“合成法の開発”として、卒業論文発表会で発表するこ
とが出来ました。
　また、研究室には多くの留学生が在籍しています。留学生と積極的
にコミュニケーションをとることで、文化の交流や人と人とのつなが
りを大切にし、自分の英語力を伸ばしています。
　来年度は大学院へ進学し、いまの研究を進めていくことを決めてい
ます。そして、さらなる研究成果を出すとともに、まだまだ未熟な有
機化学の知識・技術の向上を目指して研究に励んでいきたいと思って
います。
� やまだ　ひとみ　1985年生まれ　愛知県出身

　私は高校時代から化学をもっと専門的に学びたく、名古屋大学理学
部に進学しました。理学部では１年生終了時に学科の振り分けがある
ので、まずは化学科に進めるよう講義に集中して取り組みました。２、

３年生と化学を分野別に勉強
し、さらに学生実験を通して有
機化学と量子化学に特に興味を
持ちました。
　４年生になり所属することに
なった量子化学グループは、ス
テファン・イレ特任准教授のも
と、初めて学部生を募集してい
ました。英語でのコミュニケー

ションや計算化学というこれまでなじみがなかった分野だったので不
安ももちろんありましたが、自分から一歩を踏み出してゼロから挑戦
してみようという気持ちが強くなり選択しました。２人だけと少人数
でしたが、密度の濃い丁寧な指導を受けることができ、計算機のセッ
トアップや管理に関わる貴重な機会をいただくことができました。卒
業研究では、アセトンという小分子と炭素からなる筒状の物質、カー
ボンナノチューブの相互作用について理論的に検討を行いました。研
究結果を学会でポスター発表することで、普段の取り組みからは得ら
れない数多くのことを学ぶことができました。また、他の研究室と共
同で、有機化学反応のメカニズムに関する研究にも携わりました。
　振り返ると、勉学に対して地道に取り組み続けた４年間の大学生活
だったと思います。４月からは大学院に進学してさらに研究を進めま
すが、今回の受賞を糧としてこれまでのスタンスを変えることなく、
より充実した日々にしたいと思います。

� にしむら　よしふみ　1985年生まれ　静岡県出身

　この度は、総長顕彰をいただき、ありがとうございました。
　私は、入学当初から工学部生には、数学や物理など工学の基礎とな
る分野はとても重要だと考え、自分が納得できるまで分からないこと

は掘り下げて調べたり、考えた
りしました。また、十分演習を
行えたので理解が進んだところ
もあったと思います。
　２年生からは、工学部の授業
だけでなく、理学部で開講され
ている授業も受けてみました。
また、同じ学科の友達と理学研
究科の先輩と一般相対性理論の

勉強にも取り組んでみました。理学部の授業や相対論では工学部の授
業よりも高度な数学を必要とされたのですが、工学部では習わないよ
うな数学の存在を知ることができ、数学の重要性も改めて知ることが
できました。
　課外活動では、名古屋大学フォーミュラチームFEMに参加しまし
た。この活動で、専門科目で習っている内容がどのように応用される
のかを、自分で行ったパーツの設計や機械加工を通して知ることがで
きました。また、企業の方々と話す機会や企画書・報告書を作成する
機会もあり、コミュニケーションのとり方や文章のまとめ方などにつ
いて学び考えることもできました。
　来年からは大学院で研究を始めます。今までは教科書に載っている
事だけを勉強してきたのですが、これからは、さらに多くの既存の事
実を学ぶのはもちろんのこと、今まで蓄積してきた知識を集約して新
しい発想を生み出すことが出来るように努力していきたいです。

� いまい　としき　1987年生まれ　愛知県出身
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よくある光景 ～反応溶液の濃縮～

エネルギー計算の準備中

学生フォーミュラマシンを設計中

学
生
の
元
気

目標をもって、努力すること
山田　ひと美　農学部応用生物科学科４年

「学修への取り組み」部門

新しい研究室でゼロからのスタート
西村　好史　理学部化学科４年

幅広い学習と実践
今井　俊幾　工学部機械・航空工学科３年

「学修への取り組み」部門

「学修への取り組み」部門



　私は部員減少で壊滅状態にあったヨット部を再興し、全国制覇とい
う夢を実現するため、編入学を決意しました。前の大学で自治寮の役
員として働く中、懸命に時間を作って勉強し、試験に合格しました。

　編入試験合格後、ヨット部主
将となり現状を分析しました。
そこでヒト・モノ・カネの三要
素がないと分かったため、次の
三つを課題としました。一つ目
は部が壊滅していたため途絶え
ていた大学、OB・OG 会との
接点を取り戻す対外関係の再構
築。二つ目は新入部員を勧誘・

入部させ、やる気を引き出す人間関係の形成。三つ目は少ない時間で
効率的に上達するため、新たな練習法を考案したり、状態の悪い艇を
修繕したりするハード・ソフト両面での練習環境の整備でした。
　私は編入学試験で入学したため認定単位が少なく、多くの時間を授
業に割きつつ、効率的に時間を使って三つの課題を解決すべく行動し
ました。その後、五人新入部員を迎え、新たな練習を考案したり、状
態の悪い艇を修繕したりし、更に大学、OB・OG会との接点を取り
戻し、たくさんの援助を得て、これらの課題を解決しました。その結
果、二年連続で中部水域の大会に優勝し、個人戦での全国大会出場を
果しました。そして、七年ぶりに出場した団体戦でも出場選手のほと
んどが一年生という状況にもかかわらず三位入賞を果たしました。
　来年以降も社会人としてヨットや海と関わりながら、この部活で経
験させて頂いた多くを社会で活かしていきたいと思っています。

� わたなべ　よしひと　1985年生まれ　愛知県出身

　私たち名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会は、環境負荷軽減
のために、毎年春に、卒業する下宿生の方からまだ使える冷蔵庫や
ベッドなどの下宿用品をいただき、清掃してから、主に新入生に譲り

渡すというイベントを行ってき
ました。
　リユース市は「非営利」を原
則とし、収入と運営費用が収支
均衡になるように予算を組み、
決算時に黒字になった場合は次
年度に繰り越すことにしていま
す。収入は、提供していただい
た下宿用品を販売するのではな

く、運営費用に対してカンパをいただくかたちで安定を図っていま
す。また、留学生支援団体等の他組織との協力体制や、伊勝町等の地
域との交流も深めています。
　名古屋大学からは物品を保管するための倉庫と開催場所である第１
体育館を貸していただいており、非常に感謝しています。また、「名
古屋大学環境報告書2007」に、学生の環境に対する取り組みとして紹
介していただきました。
　今年のリユース市は３月30日に開催します。毎年、スタッフの人数
が少ないことや、物品を保管しておくための倉庫の場所を探すことが
課題となっており、ある程度規模を縮小せざるをえません。しかし、
リユース市がなければまだ使える物品の多くは粗大ごみになってしま
うことが提供者へのアンケートから分かっており、私たちの行ってい
る活動は、これからの地球環境に少しでも貢献しているといえます。
　できるだけ多くの物品をごみにせずリユースするために、課題を克
服し、今後もリユース市を開催できるよう、スタッフ一同努力してい
きたいと思います。
� ばんの　はるな　1988年生まれ　愛知県出身

　私たち体育会航空部は、2007年３月に埼玉県妻沼滑空場で開催され
た「第47回全日本学生グライダー競技選手権大会」において、団体初

優勝を成し遂げることができ
ました。これは国公立大学、
また東海地区の大学としては
初めての快挙でした。
　グライダー競技は、１周
30�km 程度の三角形のコー
スを周回する時間を競うもの
です。動力を持たないグライ
ダーは、上昇気流によって高
度を獲得し飛行します。パイ

ロットは、風向や日射などの気象条件や地形から、上空の気流の動き
を読み、目には見えない上昇気流を探しあて、気流を効率よく利用し
競技を行います。このため競技では操縦技術以外にも、気象知識や判
断力の優劣が結果に大きく影響します。
　例年、全日本学生選手権は会場の妻沼滑空場をホームに活動してい
る関東勢が、そのホームアドバンテージや恵まれた気象条件・練習機
材を有し、圧倒的な強さを誇ってきました。この中で私たちは、「い
つかは全国制覇」を目標に、毎年全日本選手権出場を重ね、その都度
の気象やフライトのデータを蓄積することで、アウェイのハンディを
克服し、最近では関東勢と互角に戦えるまでになってきました。そし
て今回、これらの取り組みが功を奏し、団体優勝を達成することがで
きました。
　今後の目標は、まずは危険の伴う活動ゆえに安全を何にも優先して
行動することです。そして、今回の成果に満足することなく、再びの
団体優勝と初の個人優勝を目標に、現役部員・OB・OG一丸となって、
さらなる訓練に励んでいこうと思っています。
� ながはま　たかつぐ　1984年生まれ　鹿児島県出身
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ヨットを操る筆者

リユース市開催風景

47回大会競技フライトに向けて離陸する名大
競技機（パイロット三枝）

ヨット部の再建
ヨット部
渡邉　淳史　経済学部経済学科４年

まだ使えるものをごみにしないために
名古屋大学下宿用品リユース市実行委員会
坂野　遥奈　工学部化学・生物工学科１年

空の全国制覇達成
航空部
長濱　孝胤　工学部機械・航空工学科４年

「正課外活動への取り組み」部門／正課外活動（部活動）

「正課外活動への取り組み」部門／社会貢献活動

「正課外活動への取り組み」部門／正課外活動（部活動）



　今年度は、夢のように良い成績を残せたシーズンでした。７月、陸
上部として、最大のターゲットである七大戦において、男女アベック

優勝を成し遂げました。私は
800m と3000m を 走 り、800m
のポイントは落としてしまいま
したが、3000m では３連覇し、
女子部の七大戦６連覇に貢献で
きました。合宿を経て、秋。９
月、長距離・駅伝チームとして
の夢舞台、全日本大学女子駅伝
の出場権をかけ、東海地区選考
会が行われました。枠は２つ。

椙山、中京、中京女子と、私立は強いですが、私たちにも僅かながら
チャンスがあると信じていました。チーム全員が力を出し切る奇跡の
快走で、初出場を勝ち取りました。本番では、１区を走り、夢舞台で、
名大の名を僅かながらアピールできたと思います。12月には、愛知県
市町村対抗駅伝の名古屋市代表に選ばれ、一般女子の区間で４位とな
り、６人を抜いて名古屋市の入賞に貢献できました。また、つくば市
で行われた全日本大学女子選抜駅伝の東海学連選抜チームに選ばれま
した。４区を走り、区間４位で、チームの初入賞に貢献できました。
上位でレースする楽しさは最高でした。
　チームとしても、個人としても素晴らしい一年でした。一緒に頑
張ってきた仲間達の最高の笑顔と、流したうれし涙は忘れられませ
ん。今までずっと頑張ってきたご褒美を貰ったように思います。
　来年度は６年生となりますが、陸上生活最後の年、精一杯走ってい
きたいです。
� こやま　みちよ　1984年生まれ　岐阜県出身

　私たち、ちくさ日曜学校（以下、「にちがく」）は、“障害者にも教
育の場を”という願いのもと結成されました。毎月、第２、第４日曜
日に、主に精神発達遅滞、自閉症などの障害をもった「学級生」とそ

の親、大学生が集い、工作をし
たり、キャンプに行ったりと、
季節を感じながら様々な活動を
行っています。「にちがく」に
は、大きな「願い」があります。
それは、「にちがく」の活動を
通して学生と学級生がともに学
び合い、健やかに育ち合うとい
う「願い」です。学生は教案を

計画し、準備・運営していく中で成長します。また、学級生は教案を
通して、様々な経験、喜び、達成感などを得ます。
　昨年の２月で、「にちがく」の活動は800回を迎え、今年で37年目の
活動になります。発足の当初、日曜学校は「不就学をなくす」ためと
いう大きな共通の目標がありましたが、その背景には「障害児の発達
を守る」ということがありました。学校が保障されても子どもたちの
発達が約束されているとは、とても考えられない現実もまだたくさん
残されています。これからは、学生、学級生が安心して「にちがく」
に参加でき、また、保護者も安心して学級生を参加させられるような
雰囲気を大切にして、日々の活動に取り組んでいきたいです。歴史あ
る、「にちがく」の活動をこれからも実りあるものし、また、地域の
ボランティア団体などとの交流やホームページなどによる活動の発信
により、学生と学級生のこの学び合いの場、育ち合いの場の存在と活
動を社会にも発信していきたいと思っています。

� みわ　なつき　1985年生まれ　静岡県出身

　我々は舞踏研究会に所属し、この四年
間競技ダンスに取り組み、学生生活最後
の試合である全日本学生競技ダンス選手
権大会のクイックステップの部で優勝す
ることができました。
　このような舞踏系のスポーツによく言
われる「一日休むと取り戻すのに二日か
かる。」という言葉の通り、競技ダンス
も毎日練習を欠かさないことが何よりも
大切でした。しかし、競技ダンスでは、
その練習を毎日続けることが競技者が二

人で一組であるという点で難しかったです。まず練習するにも二人の
予定を合わせないといけません。特にパートナーは看護学科での実習
に加え、衣装代のためのアルバイト、後輩の指導と忙しい中で毎日時
間を作り練習していました。また、練習も当然二人でするため、両方
の調子が良くないとなかなか上手くいかず、けんかなどをしてしまう
と、もうその日は練習になりません。我々も組んで最初の一年はまず
上手に練習をすることができませんでしたが、しっかりコミュニケー
ションをとることができるようになってからは充実した練習をするこ
とができました。私とパートナーは、二人ともダンスに関わる経験は
この部に入るまで一切なく、一からのスタートでしたが、このように
中身の濃い練習を毎日続けることでこの優勝を勝ち取ることができま
した。
　今後はこの経験を通して得た様々なものを生かしながら学業に邁進
し、また全国の舞台で活躍できるような後進の育成にも及ばずながら
努めたいと思っています。
� こじま　けんじ　1986年生まれ　愛知県出身
� いいだ　ありさ　1985年生まれ　岐阜県出身
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全日本大学女子駅伝出場予選会の集合写真。
最前列左から２番目が筆者。

800回記念パーティー

第39回東西対抗学生競技ダンス
選手権大会の様子

学
生
の
元
気

ご褒美のような一年の終わりに
陸上競技部
小山　倫代　医学部医学科５年

「正課外活動への取り組み」部門／正課外活動（部活動）

にちがくの「願い」
ちくさ日曜学校
三輪　夏樹　教育学部人間発達学科３年

全国優勝への挑戦
舞踏研究会
小島　健児　工学部化学・生物工学科４年

飯田亜里紗　医学部保健学科４年

「正課外活動への取り組み」部門／社会貢献活動

「正課外活動への取り組み」部門／正課外活動（部活動）



　平成19年度名古屋大学教育学部附属学校卒業式が、２
月29日（金）、改修工事を終えた豊田講堂において、杉山
理事、高橋理事、寺田教育学部長、松本哲男 PTA会長、
高味修一同窓会会長を来賓に迎えて行なわれました。
　式典では、開会にあたり、卒業生の答辞委員会が作成し
た映像がスクリーンに流れ、附属中・高等学校の全在校生

600名と教職員及び保護者約200名が見守るなか、卒業生
113名が晴れやかな表情で入場しました。続いて卒業生の
一言メッセージとプロフィール等がスクリーンの正面に映
し出される中、植田附属学校長は卒業生一人ひとりに卒業
証書を手渡し、「進路は人間としての自立を遂げるために
自覚的に選択する道筋であり、自分自身を含め人を人間と
して尊重し、人間らしく生きることこそが大切だと思いま
す。皆さんは総合人間科をはじめ教科や教科外の活動の中
で、自らの生き方を自らの手（意思）で選び取ることに結
びつくような学びの体験をしてこられました。かけがえの
ない生を全うして下さい。」と式辞を述べました。
　次に、杉山理事、寺田学部長から祝辞があり、最後に
松本 PTA会長が、豊田講堂に新しいピアノが入った経過
にふれた後、祝辞を述べました。在校生の送辞に続いて、
卒業生答辞委員によるお世話になった先生方への想いと感
謝の気持ちのこもった言葉が続き、涙をこらえる姿も見受
けられました。最後に、在校生と教職員全員による校歌斉
唱があり、厳粛な中にも卒業する生徒たちへの思いのこ
もった心あたたまる卒業式は終了しました。

　教育学部附属中・高等学校は、２月19日（火）、スーパー
サイエンスハイスクール第２年次研究発表会「中等教育研
究協議会」を開催しました。同校が文部科学省の研究開発
学校指定を受けて２年目にあたる今年度は、「人間・自然・
社会と関わるサイエンス・リテラシーの育成－学びの共有
を軸にして－」をテーマに、公開授業、分科会、基調講演
およびパネルディスカッションが行われました。同会の開
催に際しては、研究協力者として大学院教育発達科学研究
科をはじめとする多くの方の協力を得て、350名近くが参
加しました。
　公開授業では教科（国語・数学・英語・理科・社会・美

術）の授業と、同校独自の取り組みである総合人間科（総
合学習）、サイエンス・リテラシー・プロジェクトⅡ（「自
然と科学」「地球市民学」）の授業が公開されました。また、
分科会では、「好奇心の扉を開く」、「地球市民を育てるサ
イエンス・リテラシー」、「人や社会の中でともに学び考え
る自覚的なキャリア意識の形成」、「大学と連携した多面的
教育評価の試み」という４つのグループに分かれ、活発な
議論が行われました。
　池内　了 総合研究大学院大学教授による「21世紀のサ
イエンス・リテラシー」と題した基調講演に引き続き、パ
ネルディスカッションが開催され、池内教授および戸田山

高等教育センター長をパネリストとし
て、地球市民に必要なサイエンス・リテ
ラシーについて改めて考察を深めること
ができました。
　この会を通して、研究開発の成果と課
題があきらかになり、今後の授業実践や
教育実践研究の指針となる良い機会とな
りました。
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一人ひとりの卒業生に卒業証書を手渡す植田学校長

公開授業「自然と科学」会場の様子 池内教授による基調講演

部
局
ニ
ュ
ー
ス

平成19年度教育学部附属学校卒業式を挙行
●教育学部附属学校

附属学校で SSH（スーパーサイエンスハイスクール）第２年次
研究発表会を開催
●教育学部附属中・高等学校



　大学院法学研究科は、３月１日（土）、２日（日）の両日、
名古屋市内のホテルにおいて、国際シンポジウム「Civil�
Enforcement�民事執行」を開催しました。
　このシンポジウムは、科学研究費補助金学術創成研究
「国際的ビジネス紛争の法的解決の実効性を高めるための
新たなフレームワークの構築」プロジェクトの一環とし

て、年２回（１回は主にヨーロッパ、１回は名古屋）開催
されているもので、シンポジウムを通じて、欧米の民事訴
訟法研究者から、書籍等では得られない現状について情報
を得、また互いに議論することを目的としています。
　５回目となる今回のシンポジウムでは、１日目は松浦好治�
法学研究科教授の司会のもと、「Comparative�Study�of�
Civil�Enforcement�―�Legal�System�and�Reality」と題し
て、また、２日目は、河野正憲同研究科教授の司会のもと、
「Civil�Enforcement�of�Non-Judgment�Titles�and�Security�
Interests」と題して、議論を重ねました。
　参加者は、ドイツ、アメリカ、ギリシャ、フィンランド、
ハンガリー、フランス、イタリア、スペイン、スウェーデ
ンと様々な国から集まっており、それぞれの報告およびコ
メントにより、議論が重ねられました。議論が進むなかで、
各国の民事執行の手法についてお互いの手の内を見せ合うよ
うな場面もありました。70名近くの参加者からも、普段は聞く
ことの難しい、貴重な意見を得ることができたという言葉
があり、有意義なシンポジウムとなりました。

　法政国際教育協力研究センターおよび大学院法学研究科
は、３月１日（土）、ベトナム・ハノイ法科大学において、
国際シンポジウム「WTO加盟後のベトナムにおける法整
備及び紛争解決上の課題－日本の経験に照らして－」を開
催しました。
　同シンポジウムは、日本学術振興会アジア・アフリカ学

術基盤形成事業「アジア法整備支援のための実務・研究融
合型比較法研究拠点」の共同研究「体制移行と法整備及び
法学教育支援に関する理論的分析の準備」の一環として実
施されたもので、2007年１月にWTOに加盟したベトナム
がその義務と約束を履行するにあたって、いかなる法整備
を行ってきたのか、そして今後さらにどのような準備が必
要となるのか、また、WTOの紛争解決においていかなる
課題に直面するのかについて検討し、日本の経験に照らし
ながら意見交換を行うことを目的に企画されました。
　具体的なテーマとして、アンチダンピング措置、貿易救
済制度の整備、サービス貿易協定の履行等に関わる日本の
教訓とベトナムの今後の課題が挙げられ、日本・ベトナム
両国から、川島富士雄国際開発研究科准教授、コン・テイ
リ法政国際教育協力研究センター准教授、林　秀弥法学研
究科准教授をはじめとする研究者や実務経験のある専門家
が報告および議論を行いました。
　同シンポジウムには、ベトナム国内の大学や日系企業等
から100名に上る参加者があり、大変意義深いものとなり
ました。
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会場の様子

シンポジウムの様子
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シンポジウム「Civil Enforcement 民事執行」を開催
●大学院法学研究科

国際シンポジウム「WTO 加盟後のベトナムにおける法整備及び
紛争解決上の課題－日本の経験に照らして－」を開催
●法政国際教育協力研究センター、大学院法学研究科



　大学院医学系研究科は、３月１日（土）、トータルヘルス
プランナー（THP）養成コース開講記念シンポジウム「高
齢社会を地域で支える多職種協働アプローチ～包括的支援
の充実に向けて～」を開催しました。
　THP養成コースは、平成19年４月に大学院医学系研究
科博士課程前期課程に新設されたもので、医学系研究科看
護学専攻とリハビリテーション療法学専攻を中心として、
愛知県、医学部寄附講座等の協力を得て高齢社会を包括的
に支える保健医療モデルを開発・推進する人材の育成を目

指しています。また、同コースは、平成19年度文部科学省
大学院教育改革支援プログラム「専攻横断型の包括的保健
医療職の育成」として採択されました。
　シンポジウムでは、菊地和則東京都老人総合研究所主事
による特別講演「多職種チーム・アプローチの理解とその
活用」があり、多職種協働の意義と方法について理論的な
説明がなされました。その後、押川真喜子聖路加国際病院
訪問看護科ナースマネージャー、小笠原文雄医療法人聖徳
会小笠原内科院長、石川呉羽株式会社ジェネラス取締役副

社長の３名より、地域医療にお
ける実践活動の報告があり、包
括的支援の充実に向けた多職種
協働アプローチについて活発な
討議が行われました。
　当日は、全国各地から集まっ
た約200名に上る保健医療・福
祉関係者で会場は満杯となり、
THP に寄せられる期待の大き
さが確認されました。

　大学院理学研究科は、３月４日（火）、益川敏英特別招へ
い教授講演会「学問の発展の契機～素粒子論の発展の歴史
から～」を、理学部B館５階501号室において開催しました。
　益川特別招へい教授（現・京都産業大学理学部教授）は、
日本が世界に誇る「小林・益川模型」を提唱したことで知
られており、後輩の小林　誠博士とともに本学物理学教室

素粒子論研究室（故坂田昌一教授・E研）出身で、1972年
に発表し1973年に出版された同教授の論文で、当時すでに
提唱されていた４種類のクォークだけでは粒子・反粒子の
非対称性（CP対称性の破れ）を説明するのに不十分であり、
さらに２種類を加えた６種類クォークの理論が必要である
ことを示しました。その後、予言どおり第５、第６のボト
ムクォークとトップクォークが発見され、さらにこの模型
の定量的予言であるB中間子の反応におけるCP対称性の
破れが精密検証されました。現在、「小林・益川模型」は、
現代素粒子物理学のもっとも重要な根幹をなし、「標準模
型」と呼ばれるものの１つとなっています。
　講演会で、益川教授は、相対性理論と量子力学の発見に
はじまり、ディラックによる相対論的量子力学の定式化と
反粒子の導入から、湯川、朝永、坂田を経て粒子・反粒子
の非対称性に関する小林・益川模型の発見にいたるまでの
素粒子論の発展の歴史を、坂田グループの独自の思想、方
法論の観点から解説しました。参加者は約60名にのぼり、
高校生を含む聴衆からも質問が出るなどし、盛会となりま
した。
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講演を行う益川特別招へい教授

特別講演を行う菊地主事 討議の様子（左から押川ナースマネージャー、小笠原 
院長、石川取締役副社長）
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トータルヘルスプランナー（THP）養成コース開講記念シンポジウムを開催
●大学院医学系研究科

益川敏英特別招へい教授講演会を開催
●大学院理学研究科



　大学院情報科学研究科は、３月７日（金）、IB 電子情報
館において、「基盤研究公開セミナー」を開催しました。
　このセミナーは、５年前の同研究科設立から精力的に進
められてきた研究科の教育研究活動を、広く一般の方々に
紹介することを目的として、毎年１回開催されてきたもの
で、今回のセミナーでは「アルゴリズムの挑戦」を全体テー
マとして、２名の同研究科教員による講演が行われ、およ
そ40名の参加がありました。
　セミナーでは、はじめに、計算機数理科学専攻の神保雅
一同研究科教授による「情報科学に内在する離散数学：組

合せ構造＋アルゴリズム＝最適システム」と題する講演が
行われ、計算機アルゴリズムの良し悪しとは何かについ
て、グラフ構造などとの関連から説明があり、DNA 解析
のための実験を例に、良いアルゴリズムとその性能を引き
出す良い計画について最近の研究成果が紹介されました。
続いて行われた複雑系科学専攻の鈴木泰博同研究科准教授
による『ナチュラルコンピューティングの挑戦：自然のア
ルゴリズム的理解と応用を目指して』では、近年、関心が
高まっているナチュラルコンピューティングに関して、自
然をアルゴリズムとして理解し応用するとは一体どういう

ことなのかを、歴史的背景も含
めて豊富な例をあげて、一般に
も判りやすく紹介されました。
それぞれの講演において、終了
後、一般の方を含めて活発な質
問がなされるなど、非常に充実
したセミナーとなりました。

　日独米気候政策自治体パートナーシップ　日独ワーク
ショップ in 名古屋が、３月14日（金）、15日（土）、大学院
環境学研究科、ベルリン日独センター、気候同盟（Climate 
Alliance）の主催により、野依記念学術交流館において開
催されました。
　国レベルの地球温暖化対策は、欧米諸国、日本において

1990年代初頭から開始されていますが、自治体・地域レベ
ルにおいては、欧州では1990年代初頭から、日本では1990
年代後半から、また、米国ではブッシュ政権の京都議定書
不参加表明（2001年）から取り組まれています。「脱温暖
化都市学」形成の拠点である大学院環境学研究科は、ドイ
ツ連邦環境庁、気候同盟等との共同事業として、日独米の
合計63の自治体を対象に、26種類の政策・措置をそれぞれ
４つの段階でベンチマーク化し、二酸化炭素排出量の動向
との関係を比較・分析することによって、有効な政策・措
置とその導入方法を見極め、地域の気候政策の確立を図る
ことを目的とした研究を進めています。
　今回のワークショップには、名古屋、札幌、広島、ミュ
ンヘン、フライブルクなどの日独の自治体のほか、ヨハイ
ム・ロレンツ気候同盟代表、マティアス・マハニヒ ドイ
ツ環境省事務次官及び大木 浩全国地球温暖化防止活動推
進センター代表（COP3議長、元環境大臣）が参加し、こ
れまでの研究の成果に基づき、先進事例、国と自治体との
気候政策上の連携等に関して活発な議論がなされました。
　なお、本年６月末には、今回の議論を踏まえ、ドイツに
おいてワークショップが開催される予定です。
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パネルディスカッションの様子（左から　竹内教授、ロレンツ代表、大木代表、
マハニヒ ドイツ事務次官、林環境学研究科長、染野室長）

講演を行う神保教授 講演を行う鈴木准教授
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大学院情報科学研究科が「基盤研究公開セミナー」を開催
●大学院情報科学研究科

日独米気候政策自治体パートナーシップ　
日独ワークショップ in 名古屋を開催
●大学院環境学研究科



　附属図書館研究開発室は、３月３日（月）、同館５階多目
的室において、第29回オープンレクチャーを開催しまし
た。これは、同室が掲げるハイブリッド図書館の研究開発
及び学術情報流通を主なテーマとして、平成14年度から学
内外の方を対象に開催しているもので、今回は、逸村　裕
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科教授（研究開発

室研究協力者）が、「大学図書館を巡る話題」と題した講
演を行いました。
　現在の大学図書館は、予算削減の一方で、情報利用者の
変容や情報サービス強化への要請といった、厳しい環境に
おかれています。講演では、国公私立を問わず厳しい状況
の中で、大学図書館がなすべきことは何か、についてMS
（ミッションステートメント）とOS（アウトソーシング）
の観点から実施された図書館業務に関する調査結果が報告
されました。調査では、全四年制大学図書館を対象にした
質問紙調査による状況の把握が行われ、さらに一部の大学
と業者を対象にしたインタビュー調査が実施されました。
　講演後は、これらの調査結果をもとに、図書館にとって
のアウトソーシングとは何かについて、実務を担っている
図書館員の視点を交えた活発な質疑と意見交換が行われ、
充実したレクチャーとなりました。

　高等教育研究センターは、２月21日（木）、第69回招へい
セミナー「演劇をFDに活用する方法」を、文系総合館７
階カンファレンスホールにおいて開催しました。
　今回のセミナーの目的は、大学教員及び将来大学教員を
目指す大学院生にFDを身近に感じてもらうための方法論
を検討することにあり、ジェフリー・スタイガー ミシガ

ン大学学習・教授研究センター芸術監督を講師に迎えて行
われました。
　最初に、ミシガン大学同センターの演劇プログラムが紹
介されました。この演劇プログラムは双方向型で、ミシガ
ン大学の名物プログラムとして広く全米に知られているも
のです。参加者の一部が俳優陣となり、大学の授業風景に
ついて脚色した寸劇を行い、次に、聴衆は劇中の登場人物
たちと直接会話し、劇中に発生した問題を解決・発展させ
るための方法を議論します。最後に、議論の結果にもとづ
いて劇が再演され、劇中で問題点の解決が図られます。こ
のプログラムの特徴は、聴衆が劇の進行に直接関与して、
俳優陣に望ましい解決策を提案するという点です。
　参加した学内外の様々な分野の教員は、会場のひな壇を
ステージに見立てて、演劇プログラムの一部を実演しました。
続いて、このプログラムを教育改善に活用する方法につい
て説明が行われ、同セミナーは盛況のうちに終了ました。
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オープンレクチャーの様子

セミナーの様子
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第29回附属図書館研究開発室オープンレクチャーを開催
●附属図書館

高等教育研究センター第69回招へいセミナー
「演劇をFD に活用する方法」を開催

●高等教育研究センター



　教育学部附属学校及び博物館は、３月７日（金）、附属学
校において、特別授業「魅力ある博物館展示とは」を実施
しました。
　この特別授業は、スーパー・サイエンス・ハイスクール
（SSH）授業の一環として、ジャイズ・クラーク�ロンドン
自然史博物館特別顧問を講師に迎えて行われたもので、ロ
ンドン自然史博物館の歴史、展示の背景にある研究、標本
の展示法などについて説明がありました。講演後には約10
人の生徒から、博物館の道を選んだ理由、展示標本と研究
用標本の違い、どうしたら博物館の研究者になれるか、な

どの質問が次々と飛び出し、熱心な質疑応答が続きまし
た。この特別授業には、16名の附属高校生に加え、３名の
中学生と５名の教員も参加し、中高大連携にふさわしい授
業となりました。
　また、博物館は、３月９日（日）、中部電力東桜会館にお
いて、特別講演会を開催しました。
　同講演会では、３月７日の特別授業と同様、クラーク特
別顧問を講師に迎えて「世界をリードするロンドン自然史
博物館の魅力」と題した講演が行われ、講演後には、自然
史と自然誌との違い、博物館におけるキリスト教の教えと

科学の教えの違いの取り扱い、
ロンドン自然史博物館にサイエ
ンスカフェはあるのか、など多
くの質問がありました。今回初
めて学外で行われた博物館講演
会には、60名を超える幼稚園児
からお年寄りまでの幅広い参加
者が集まり、成功裏に終了しま
した。

　附属図書館友の会は、３月４日（火）、同館５階大会議室
において、トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催しまし
た。これは、同館友の会が主催し、平成17年度から年４回、
同会会員だけでなく広く学内外の方を対象に開催している
もので、毎回、文書等も含む書物の本文（テクスト）を「読
む」ことを主眼としています。

　11回目となる今回は、加藤国安文学研究科教授が「名著
『字源』の著者・簡野道明の若き日の足跡を訪ねて」と題
した講演を行い、36名が参加しました。
　簡野道明（慶応元年～昭和13年）は、漢和辞典『字源』
の著者として知られており、また、多数の漢文教科書を編
纂し、戦前の旧制中学での使用率は８割にも上りました。
　講演では、『字源』が画期的な漢和辞典であった点とし
て、掲載語彙の意味が正確で出典も詳細であること、音訓
語彙索引がより充実し、熟語の下字の配列が五十音順に
なったこと（従来は画数順）、単独の執筆だったこと等の
解説がありました。続いて、簡野道明の生い立ちや青年時
代に焦点を当てて、その足跡を求めて郷里の愛媛・宇和島
を訪ね、彼の建学した東京・蒲田女子高校で親族へのイン
タビューを行い、さらには中国・大連の旧満鉄蔵書を有す
る大連図書館で『字源』を引き、彼の人生を振り返ったこ
とが説明されました。東京から簡野道明の親族も参加し、
道明の遺志をくんで蒲田女子高校が設立された経緯等につ
いて紹介がありました。参加者からは、若い頃、簡野道明
の著作に親しんだ思い出や、久しぶりに接する漢文の素晴
らしさに触れることができた等の感想が寄せられました。
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「ふみよむゆふべ」の様子

特別授業にて講演を行うクラーク特別顧問 特別講演会　会場の様子
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特別授業「魅力ある博物館展示とは」及び特別講演会
「世界をリードするロンドン自然史博物館の魅力」を開催

●教育学部附属学校、博物館

第11回附属図書館友の会トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
●附属図書館



　博物館は、２月26日（火）、中期目標・中期計画検討委員
会を開催しました。
　この委員会は、過去４年間の活動の自己点検評価結果を
検討し、次期中期目標・中期計画への提言を行うために開
催されたもので、外部有識者としてジャイルズ・クラー
ク�ロンドン自然史博物館特別顧問、藤井知昭�元国立民族

学博物館副館長、林　良博�東京大学総合研究博物館長、
斎藤靖二神奈川県立生命の星・地球博物館長（委員長）、
山西良平大阪市立自然史博物館長の各氏が、また、博物館
から西川館長の計６名の委員が出席し、活発な議論を行い
ました。
　外部有識者委員からは、多岐にわたる活発な活動を通じ
て「社会に開かれた名古屋大学の窓口」としての責務を十
分に果たしている博物館の到達点への高い評価に基づいて、
今後どのようにインパクトを強めていくかなど、さらなる
飛躍にむけた貴重な助言や提言が数多く出されました。

　博物館は、２月23日（土）、24日（日）の２日間、今年度
最終回となる第５回地球教室「ナゴヤで化石をさがそう !」
を開催しました。
　この「地球教室」は、次世代教育の基幹事業として、名
古屋市科学館との共催で小中学生とその保護者を対象にし
たフィールドセミナーとして実施されているもので、今回

は88名の応募があり、抽選の結果、小中学生21名とその保
護者16名の計37名が参加しました。
　１日目は、本学において事前学習を行いました。博物館
の標本を用いて石灰岩と化石に関する説明を行ったほか、
マガキガイの貝殻を縦と横の二方向で切断してスタンプを
つくり、断面を予想しました。また、逆に、あらかじめ準
備しておいた巻貝や二枚貝の断面サンプルを観察して立体
を想像するクイズも行いました。この事前学習は断面と立体
の関係を想像する力を養う練習として行われたものです。
　２日目は、名古屋駅前に集合し、午前中に名古屋駅周辺
の５カ所で石材中の化石を観察しました。この名古屋駅周
辺での観察は、前日の事前学習の復習と午後からの現地学
習の予習を兼ねて行われました。午後の現地学習は、栄地
区に移動して、４カ所のチェックポイントを回るスタンプ
ラリー形式で実施され、各チェックポイントではアンモ
ナイトやベレムナイト、ウミユリといった化石を探してス
ケッチする課題を行いました。続いて、徒歩で東区東桜の
東桜会館へ移動し、事後学習としてジュラ紀の石灰岩の石
材を観察した後に全体のまとめを行い、好天に恵まれた２
日間の教室は、好評のうちに終了しました。
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委員会の様子

博物館の標本を手に取って化石の形を覚える参加者

部
局
ニ
ュ
ー
ス

博物館が中期目標・中期計画検討委員会を開催
●博物館

第５回地球教室「ナゴヤで化石をさがそう！」を開催
●博物館



　本学の東山キャンパスでは、生活系排水は当初から名古
屋市の下水道へ放流しています。しかしながら、実験系排
水は平成10年度まで構内の鏡ヶ池に放流してきました。こ
れは、鏡ヶ池が名古屋市から「排水処理施設代替施設」と
して許可を受け、水質検査結果に問題が無い場合には、５
年毎の名古屋市との契約で実験系排水の放流を認められて
きたためです。しかし、平成９年12月の水質検査の結果、
鏡ヶ池のジクロロメタン汚染が名古屋市から指摘され、そ
の後の毎月の水質検査によってもジクロロメタン汚染が解
消されなかったため、平成10年度に実験系排水の名古屋市
下水道への切り替え工事を開始し、平成11年４月から切り
替えが実施されました。
　現在、鏡ヶ池には東山キャンパス内から集められた雨水
のみが貯水されています。ただし、特定施設（化学物質を
使用する建物）に近い場所にある貯水槽であることと、山
崎川の源流の一つであることから、水質監視の対象とし
て、鏡ヶ池放流水及び底質については環境基準を担保する
ため監視を継続しています。これは本学の地域への社会的
責務として自主的に行っているものです。現在、水質規制
に関する各種法令（水質汚濁防止法、下水道法等）及び関
連の条例による事業所の水質監視義務及び自主的活動とし

て、本学では種々の水質監視と検査を実施し、その結果
のいくつかを学内で公開しています。ここでは、「排水の
pH監視」と「鏡ヶ池放流水の監視」を紹介します。

○排水の pH監視　現在、東山キャンパス内には特定施設
が約60カ所あり、その内55カ所の排水の pH連続モニタリ
ングを行い、その結果を環境安全衛生管理室のホームペー
ジ内で表示（１分毎に自動更新）しています。加えてそ
れぞれの特定施設にも監視結果が常時表示されています。
pHが５～９の範囲を逸脱した場合は、その排水を出して
いる特定施設の排水管理責任者（主に教員）及び排水管理
担当者（主に事務職員）に自動的に電子メールで通知し、
迅速な原因究明及び復旧作業を行っています。

○鏡ヶ池放流水の監視　さきの経緯により、鏡ヶ池放流水
の COD（化学的酸素要求量）については以前から連続モ
ニタリングを行ってきました。平成19年度からはこれに加
え、島津オンライン全窒素・全りん計（島津製作所製）を
導入し、全窒素、全リンについても連続モニタリングを開
始しました。我が国において閉鎖性海域（伊勢湾、東京湾
等）へ注ぐ河川の源流となる湖沼の排水については、第５
次総量規制によって、窒素、リンの排出濃度が規制されて
います。現在、本学の鏡ヶ池については、規制の対象外で
はありますが、放流水は伊勢湾に注ぐ山崎川の源流の一つ
であることや、流域住民の方々への説明責任など社会的責
任を果たすために監視しており、これらの結果の公表につ
いて準備を進めているところです。

名古屋大学はチーム・マイナス６％に参加しています
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東山キャンパスにおける排水の監視



  1.24 上海交通大学学長等
　我が国の関係大学及び企業を訪れた機会に、本学を表敬訪問するととも
に、今後の学術交流、学生交流、上海事務所の拠点活動等について意見交換
が行われました。

  2.25 天津科学技大学学長等
　我が国の大学と大学間連携を進めるため、来日された機会に本学を訪問さ
れました。

専門分野：材料強度学、破壊力学
〈略歴〉
昭和47年４月� 名古屋大学講師（工学部）
昭和49年４月� 名古屋大学助教授（工学部）
平成２年６月� 名古屋大学教授（工学部）
平成９年４月� 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成16年４月� 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成16年４月� 名古屋大学大学院工学研究科副研究科長
平成18年４月� 名古屋大学副総長（産学官連携関係担当）
平成20年４月� 名古屋大学理事（国際交流・産学官連携関係担当）

専門分野：パーソナリティ心理学
〈略歴〉
昭和50年４月� 大阪教育大学助手（教育学部）
昭和52年４月� 大阪教育大学講師（教育学部）
昭和54年４月� 大阪教育大学助教授（教育学部）
昭和62年４月� 名古屋大学助教授（教育学部）
平成６年４月� 名古屋大学教授（教育学部）
平成９年４月� 名古屋大学評議員
平成12年４月� 名古屋大学教授（大学院教育発達科学研究科）
平成12年４月� 名古屋大学教育学部附属中・高等学校長
平成20年４月� 名古屋大学大学院教育発達科学研究科長・教育学部長

専門分野：インド哲学
〈略歴〉
昭和62年４月� 名古屋大学助手（文学部）
平成２年４月� 名古屋大学助教授（文学部）
平成10年７月� 名古屋大学教授（文学部）
平成12年４月� 名古屋大学教授（大学院文学研究科）
平成18年４月� 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成20年４月� 名古屋大学大学院文学研究科長・文学部長
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新任役員・部局長等の紹介

新任役員・部局長等の紹介

名大を表敬訪問された方々［平成19年12月16日～平成20年３月15日］

●理事（国際交流・産学官連携関係担当）

宮田　隆司
（みやた　たかし）

●大学院教育発達科学研究科長・教育学部長

速水　敏彦
（はやみず　としひこ）

●大学院文学研究科長・文学部長

和田　壽弘
（わだ　としひろ）



専門分野：経済史
〈略歴〉
昭和56年４月� 名古屋大学助手（経済学部）
昭和58年４月� 佐賀大学講師（教育学部）
昭和60年７月� 佐賀大学助教授（教育学部）
昭和63年４月� 名古屋大学助教授（経済学部）
平成７年11月� 名古屋大学教授（経済学部）
平成12年４月� 名古屋大学教授（大学院経済学研究科）
平成17年４月� 名古屋大学大学院経済学研究科副研究科長
平成18年４月� 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成19年４月� 名古屋大学大学院経済学研究科副研究科長
平成20年４月� 名古屋大学大学院経済学研究科長・経済学部長

専門分野：旧ソ連法、ロシア法
〈略歴〉
昭和53年４月� 名古屋大学助手（法学部）
昭和54年４月� 大阪経済法科大学講師（法学部）
昭和56年４月� 大阪経済法科大学助教授（法学部）
平成３年４月� 名古屋大学教授（法学部）
平成８年４月� 名古屋大学評議員
平成11年４月� 名古屋大学教授（大学院法学研究科）
平成14年６月� 名古屋大学法政国際教育協力研究センター長
平成20年４月� 名古屋大学大学院法学研究科長・法学部長

専門分野：森林水文学（生物圏資源学専攻）
〈略歴〉
昭和45年４月� 林業試験場防災部治山科理水研究室農林技官
昭和59年４月� 林業試験場関西支場育林部防災研究室長心得
昭和60年10月� 林業試験場関西支場育林部防災研究室長
昭和63年10月� 森林総合研究所関西支所育林部防災研究室長
平成７年４月� 名古屋大学助教授（農学部）
平成11年４月� 名古屋大学教授（大学院生命農学研究科）
平成17年４月� 名古屋大学評議員（～平成21年３月31日）
平成19年４月� 名古屋大学大学院生命農学研究科副研究科長
平成20年４月� 名古屋大学大学院生命農学研究科長・農学部長

専門分野：電子社会設計論（社会システム情報学）
〈略歴〉
昭和52年４月� 名古屋大学助手（工学部）
昭和53年９月� 三重大学助教授（工学部）
昭和57年12月� 名古屋大学助教授（工学部）
平成５年４月� 名古屋大学教授（工学部）
平成５年10月� 名古屋大学教授（情報文化学部）
平成10年４月� 名古屋大学教授（大学院人間情報学研究科）
平成15年４月� 名古屋大学教授（大学院情報科学研究科）
平成20年４月� 名古屋大学情報文化学部長

専門分野：国際関係論、ラテンアメリカ地域研究
〈略歴〉
昭和54年４月� 上智大学嘱託助手（国際関係研究所）
昭和55年４月� 上智大学研究員（イベロアメリカ研究所）
昭和56年４月� 名古屋聖霊短期大学講師（国際文化学科）
昭和59年９月� 在コロンビア日本国大使館外務省専門調査員
昭和61年４月� 名古屋聖霊短期大学助教授（国際文化学科）
昭和63年４月� 名古屋大学助教授（総合言語センター）
平成３年４月� 名古屋大学助教授（言語文化部）
平成５年11月� 名古屋大学教授（言語文化部）
平成15年４月� 名古屋大学教授（大学院国際開発研究科）
平成20年４月� 名古屋大学大学院国際開発研究科長

専門分野：健康栄養医学
〈略歴〉
昭和46年４月� 八千代病院医師
昭和48年４月� 愛知県厚生農業協同組合連合会加茂病院医師
昭和52年８月� 名古屋大学医学部附属病院医員
昭和54年11月� 名古屋大学助手（総合保健体育科学センター）
昭和63年３月� 名古屋大学講師（総合保健体育科学センター）
平成２年４月� 名古屋大学助教授（総合保健体育科学センター）
平成６年６月� 名古屋大学教授（総合保健体育科学センター）
平成13年４月� 名古屋大学総合保健体育科学センター保健管理室長
平成16年４月� 名古屋大学セクシュアル・ハラスメント相談所長
平成20年４月� 名古屋大学総合保健体育科学センター長
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新任役員・部局長等の紹介
●大学院法学研究科長・法学部長

杉浦　一孝
（すぎうら　かずたか）

●大学院経済学研究科長・経済学部長

金井　雄一
（かない　ゆういち）

●情報文化学部長

横井　茂樹
（よこい　しげき）

●大学院生命農学研究科長・農学部長

服部　重昭
（はっとり　しげあき）

●大学院国際開発研究科長

二村　久則
（ふたむら　ひさのり）

●総合保健体育科学センター長

近藤　孝晴
（こんどう　たかはる）



専門分野：分子遺伝学、内分泌学
〈略歴〉
昭和51年５月� 国立名古屋病院無給研究員
昭和51年６月�� 国立名古屋病院厚生省医員
昭和53年３月� 静岡県厚生農業協同組合連合会遠州総合病院医師
昭和54年４月� 浜松医科大学医学部附属病院医員
昭和56年３月� シカゴ大学医学部内分泌部門（研究従事）
昭和59年８月� 名古屋大学助手（環境医学研究所）
平成４年８月� 名古屋大学助教授（環境医学研究所）
平成９年５月� 名古屋大学教授（環境医学研究所）
平成16年４月� 名古屋大学環境医学研究所副所長
平成20年４月� 名古屋大学環境医学研究所長

専門分野：表現論
〈略歴〉
昭和50年４月� 東京理科大学助手（理工学部）
昭和57年10月� 東京理科大学講師（理工学部）
昭和60年10月� 東京理科大学助教授（理工学部）
平成５年４月� 東京理科大学教授（理工学部）
平成15年４月� 名古屋大学教授（大学院多元数理科学研究科）
平成18年４月� 名古屋大学教育研究評議会評議員
平成20年４月� 名古屋大学大学院多元数理科学研究科長

〈略歴〉
昭和45年４月� 三重大学附属図書館
昭和60年４月� 三重大学経理部経理課給与係長
昭和62年10月� 三重大学経理部経理課情報処理係長
平成元年４月� 東京大学経理部情報処理課情報処理第二掛長
平成３年４月� 東京大学経理部情報処理課情報処理第一掛長
平成５年４月� 東京大学経理部情報処理課情報総務掛長
平成５年６月� 東京大学経理部情報処理課課長補佐
平成５年７月� 筑波技術短期大学会計課長
平成８年４月� 奈良女子大学入学主幹
平成12年４月� 名古屋工業大学入試課長
平成13年４月� 名古屋工業大学学生部入試課長
平成15年４月� 名古屋大学経理部情報処理課長
平成16年４月� 名古屋大学財務部情報企画課長
平成20年４月� 名古屋大学情報連携統括本部情報推進部長

〈略歴〉
昭和53年４月� 国立婦人教育会館庶務課
昭和61年７月� 文部省大臣官房総務課文書管理班
昭和62年10月� 文部省学術国際局学術情報課
平成２年４月� 日本学術会議事務局学術部学術課議事専門職
平成４年４月� 文部省学術国際局研究助成課企画調査係長
平成４年４月� 文部省学術国際局研究助成課科学研究費助成企画室調査・普及係

長（併）研究助成課研究調整係長
平成６年４月� 文部省学術国際局学術情報課学術情報係長
平成７年４月� 文部省学術国際局学術情報課学術情報基盤整備推進室学術情報係長
平成８年４月� 文部省学術国際局学術情報課大学図書館係長
平成10年４月� お茶の水女子大学学生部学務課長
平成12年４月� 東京大学研究協力部研究協力課長
平成14年４月� 文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課課長補佐
平成15年４月� 内閣府政策統括官（科学技術政策担当）付参事官（評価担当）付

参事官補佐
平成17年４月� 文部科学省科学技術・学術政策局計画官付計画官補佐
平成19年４月� 文部科学省研究振興局情報課学術基盤整備室長心得
平成20年４月� 名古屋大学研究協力部長

〈略歴〉
昭和44年４月� 豊田工業高等専門学校庶務課
昭和44年６月� 名古屋大学法学部
平成２年４月� 豊橋技術科学大学総務部庶務課人事係長
平成５年４月� 名古屋大学庶務部人事課能率掛長
平成６年12月� 名古屋大学庶務部人事課第一給与掛長
平成７年９月� 名古屋大学庶務部人事課第一任用掛長
平成11年４月� 名古屋大学総務部人事課職員掛長
平成12年４月� 名古屋大学総務部国際交流課専門員
平成13年４月� 名古屋大学総務部人事課課長補佐
平成16年４月� 名古屋大学総務企画部総務広報課長
平成18年４月� 名古屋大学総務部総務課長
平成18年９月� 名古屋大学総務部秘書課長
平成20年４月� 名古屋大学研究所事務部長
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新任役員・部局長等の紹介
●大学院多元数理科学研究科長

庄司　俊明
（しょうじ　としあき）

●環境医学研究所長

村田　善晴
（むらた　よしはる）

●研究協力部長

井深　順二
（いぶか　じゅんじ）

●情報推進部長

多田　正和
（ただ　まさかず）

●研究所事務部長

服部　幸博
（はっとり　ゆきひろ）



文学部
教育学部

法学部
経済学部
情報文化学部
理学部
医学部
工学部
農学部

アイソトープ総合センター
遺伝子実験施設
留学生センター
物質科学国際研究センター
高等教育研究センター
農学国際教育協力研究センター
年代測定総合研究センター
博物館
発達心理精神科学教育研究センター
法政国際教育協力研究センター
生物機能開発利用研究センター
情報メディア教育センター
小型シンクロトロン光研究センター
大学文書資料室
学生相談総合センター
留学生相談室

本部

監査室

教養教育院
高等研究院
                      　
学部

総合保健体育科学センター

大学院

  

附置研究所

附属図書館

全国共同
利用施設
                                                      
学内共同教育
研究施設等

全学技術センター

地球水循環研究センター             
情報連携基盤センター

医学部分館
研究開発室

附属近未来環境シミュレーションセンター
附属ジオスペース研究センター

環境医学研究所
太陽地球環境研究所
エコトピア科学研究所

附属地震火山・防災研究センター
附属交通・都市国際研究センター
附属組込みシステム研究センター

文学研究科
教育発達科学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科

医学系研究科

工学研究科
生命農学研究科

国際開発研究科
多元数理科学研究科
国際言語文化研究科
環境学研究科

情報科学研究科

附属法情報研究センター
附属国際経済政策研究センター
附属臨海実験所
附属南半球宇宙観測研究センター
附属構造生物学研究センター
附属医学教育研究支援センター
附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター
附属プラズマナノ工学研究センター
附属農場
附属演習林
附属山地畜産実験実習施設
附属鳥類バイオサイエンス研究センター

附属病院

附属中学校
附属高等学校

大幸医療センター

名古屋大学 事務局
運営支援組織
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資　　料

平成20年度名古屋大学組織図
� 平成20年４月１日現在



教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H19. 4. 1 Journal of Reproduction and Development 
Outstanding Paper Award in 2006

大学院生命農学研究科助教 井上　直子

H19.11.23 The 3rd International Symposium on Bioenergy 
and Bioprocess Engineering　優秀ポスター賞

大学院工学研究科准教授 安田　啓司

H19.11.25 International Symposium on EcoTopia Science 
2007 Excellent Presentation Award

大学院工学研究科助教 窪田　光宏 松田仁樹（大学院工学研究科教授）、
他３名と連名

H19.11.25 International Symposium on EcoTopia Science 
2007 Excellent Presentation Award

エコトピア科学研究所教授 川瀬　晃道 Cheng Li（東北大学大学院農学研究科
D2）、林　伸一郎（東北大学大学院農学研
究科助教）、大谷知行（理化学研究所寺ヘ
ルツイメージング研究チームリーダー）、
宮澤陽夫（東北大学大学院農学研究科教
授）、小川雄一（東北大学大学院農学研究
科准教授）と連名

H19.11.28 日刊工業新聞社 第２回モノづくり連携大賞
特別賞

大学院工学研究科教授 生田　幸士

H19.12. 8 応用地域学会2007年度坂下賞 大学院環境学研究科准教授 佐藤　泰裕

H19.12.11 LION Ⅱ best paper award 大学院情報科学研究科助教 小野　孝男 平田富夫（大学院情報科学研究科教授）、
柳浦睦憲（大学院情報科学研究科准教授）
と連名

H19.12.14 日本機械学会 材料力学部門優秀講演表彰 大学院工学研究科講師 奥村　　大

H19.12.25 人間環境学研究優秀論文賞 大学院環境学研究科教授 川田　　稔

H20. 1.10
-11

第46回セラミックス基礎科学討論会 
国際セッション最優秀講演賞

大学院工学研究科助教 岩崎　航太

H20. 1.12 計測自動制御学会 中部支部第38期支部賞
奨励賞

大学院工学研究科助教 中島　　明

H20. 1.15 Award for Encouragement of Research of 
Materials Science (18th Symposium of Material 
Research Society of Japan)

大学院工学研究科講師 佐藤浩太郎

H20. 1.15 日本 MRS 奨励賞 エコトピア科学研究所研究
機関研究員

藤間　卓也

H20. 1.17 JGN2アワード「アプリケーション賞」 大学院環境学研究科附属地
震火山・防災研究センター
助教

伊藤　武男 中道治久（大学院環境学研究科附属地震火
山・防災研究センター助教）と連名、プロ
ジェクト代表者は鷹野　澄（東京大学教授）

H20. 1.31 平成19年度第16回福原賞
（福原記念英米文学研究助成基金：出版部門）

大学院国際言語文化研究科
准教授

谷本千雅子

H20. 2. 8 コニカミノルタ画像科学振興財団　
コニカミノルタ画像科学奨励賞

大学院工学研究科准教授 竹岡　敬和

H20. 2.16 日本建築学会 東海賞 大学院工学研究科助教 生田　京子

H20. 2.20 有機合成化学奨励賞 エコトピア科学研究所
准教授

坂倉　　彰

H20. 2.20 2007年度（第20回）有機合成化学協会
コニカミノルタテクノロジーセンター研究企画賞

大学院理学研究科助教 深澤　愛子

H20. 2.23 風戸研究奨励賞 大学院理学研究科助教 成田　哲博

H20. 3. 3 日本学術振興会賞 生物機能開発利用研究
センター教授

芦苅　基行

H20. 3. 6 グリーン・サスティナブルミステリーネット
ワーク 第４回 GSC ポスター賞

大学院工学研究科助教 ウヤヌク 
ムハメット

H20. 3.10 日本機械学会 東海支部 奨励賞 大学院工学研究科助教 中島　正博

H20. 3.15 2007年度トム・ソーヤースクール企画
コンテスト トム・ソーヤー奨励賞

博物館教授 西川　輝昭 束田和弘（博物館助教）、桂田祐介（博物
館技術補佐員）と連名

事務職員・技術職員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20. 2.20 有機合成化学協会研究企画賞
（大正製薬 研究企画賞）

物質科学国際研究センター
技術職員

尾山　公一
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学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H19. 9.26 情報学ワークショップ2007優秀論文賞 大学院情報科学研究科 M2 丹羽　健太 西野隆典（情報メディア教育センター助
教）、武田一哉（大学院情報科学研究科教
授）と連名

H19.11.17 第30回日本血栓止血学会学術集会　ポスター
セッション優秀賞

大学院医学系研究科 M1 中島　大輔 小嶋哲人（医学部保健学科教授）、
村手　隆（医学部保健学科教授）、
高木　明（医学部保健学科助教）、他８名
と連名

H19.11.25 International Symposium on EcoTopia Science 
2007 Excellent Presentation Award

大学院工学研究科 M1 植村　聡志 山崎耕造（大学院工学研究科教授）、
有本英樹（大学院工学研究科助教）、
庄司多津男（大学院工学研究科准教授）と
連名

H19.11.25 International Symposium on EcoTopia Science 
2007 Excellent Presentation Award

大学院工学研究科 M1 石井　洪平 岩崎航太（大学院工学研究科助教）、
吉野正人（大学院工学研究科助教）、
松井恒雄（大学院工学研究科教授）、
他２名と連名

H19.12. 5 日本燃焼学会 第45回燃焼シンポジウム
ポスター講演 ベストプレゼンテーション賞

大学院工学研究科 M2 鈴木　　新 山下博史（大学院工学研究科教授）、
山本和弘（大学院工学研究科准教授）と
連名

H19.12.12 可視化情報学会 全国講演会（岐阜2007）
グットプレゼンテーション賞

大学院工学研究科 M2 坂崎　良樹

H19.12.14 日本金属学会 第17回学生による材料フォーラム
奨励賞

大学院工学研究科 M2 吉鷹　浩平

H19.12.14 日本金属学会東海支部、日本鉄鋼協会東海支部
奨励賞

大学院工学研究科 M1 磯貝　佳祐

H19.12.15
-18

2007 IEEE International Conference on Robotics 
and Biomimetics

大学院工学研究科 M2 高橋　淳二

H19.12.25 高分子学会東海支部優秀学生発表賞 大学院工学研究科 M2 杉山　紘子

H19.12.25 高分子学会東海支部優秀学生発表賞 大学院工学研究科 M2 小林　晋三

H20. 1.11 第46回セラミックス基礎科学討論会
国際セッション優秀講演賞

大学院工学研究科 M2 今泉　晴貴 板倉　剛（エコトピア科学研究所特任助
教）、笹井　亮（大学院工学研究科講師）、
伊藤秀章（エコトピア科学研究所特任教授）
と連名

H20. 1.14 第21回日本放射光科学会 学生会員ポスター
発表賞

大学院工学研究科 D2 野本　豊和

H20. 1.14 第21回日本放射光科学会 学生会員ポスター
発表賞

大学院工学研究科 M2 河合健太郎

H20. 1.14 第21回日本放射光科学会 学生会員口頭発表賞 大学院工学研究科 D2 宮崎　秀俊

H20. 1.15 第18回日本 MRS 学術シンポジウム奨励賞 大学院工学研究科 M1 谷口　大介

H20. 1.26 平成19年度日本臨床微生物学会学術奨励賞
（日本ビオメリュー学術奨励賞）

大学院医学系研究科 M2 水野　理恵 伊藤秀郎（医学部保健学科教授）、
川村久美子（医学部保健学科助教）、
奈田　俊（医学部附属病院主任臨床検査技
師）、馬場尚志（医学部附属病院助教）と
連名

H20. 1.27 The Otto Zietzschmann Prize 2007 大学院生命農学研究科 D3 多田　達哉

H20. 1.30 IEEE 名古屋支部学生奨励賞 大学院工学研究科 M1 日比　教之

H20. 1.30 電気学会 優秀論文発表賞 大学院工学研究科 M2 金光　正樹

H20. 2. 1 International Symposium on Metallomics 2007 
Poster Award

大学院工学研究科 M1 永井　真二

H20. 2. 2 2008帝人21世紀フォーラム 帝人賞 大学院理学研究科 D2 小林　慶太 北浦　良（大学院理学研究科助教）、
篠原久典（大学院理学研究科教授）、
他３名と連名

H20. 2. 6 電気化学会東海支部若手研究者特別賞 大学院環境学研究科 D2 矢野　正也

H20. 2. 6 World Young Ceramist Meeting 2008 
優秀講演賞

大学院環境学研究科 D3 許　　弼源

H20. 2.18 愛知県若手研究者奨励事業　
第２回「わかしゃち奨励賞」 最優秀賞

大学院工学研究科 D3 岡田　浩樹
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H20. 2.21 計測自動制御学会 学術奨励賞 研究奨励賞 大学院工学研究科 D1 神保　智彦

H20. 2.22 平成19年度中小企業懸賞論文金融部門準賞 経済学部４年 荒川　正江 盛　思敏（経済学部４年）、木下浩司（経
済学部３年）、竹村直毅（経済学部３年）、
中山智尊（経済学部3年）と連名

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時

記事 月日 新聞等名

1 核心：新学習指導要領案　浪川幸彦・多元数理科学研究科教授と宮川俊彦・国語作文教育研究所長に聞く  2.16（土）　中日（朝刊）

2 紙つぶて：福井康雄・理学研究科教授　標高4800メートルから  2.16（土）　中日（夕刊）

3 中部を彩る：若松佑子・生物機能開発利用研究センター教授　透明メダカ、担え大発見  2.16（土）　日経（夕刊）

4 風向計：フォーイン副社長・久保鉄男氏・本学卒業生　タタ自動車産業への挑戦状  2.16（土）　読売

5 元気を問う：中嶋哲彦・教育発達科学研究科教授　特定校の支援 子はどう思う  2.17（日） 中日（朝刊）

6 日本経済研究奨励財団2007年度奨励金の交付対象に、花薗誠・経済学研究科准教授「不完備情報下の参入・退出に
ついての動学的分析」が選ばれる

 2.17（日） 日経（朝刊）

7 消防広域化を考える講演会16日開催：市橋克哉・法学研究科教授  2.17（日）　朝日（朝刊）

8 あいち医師・歯科医師九条の会「憲法のつどい」16日開催：松井信夫・本学名誉教授  2.17（日） 中日（朝刊）

9 耕論：リサイクルのありかた　中部大学教授・武田邦彦・元本学工学研究科教授と森口祐一・国立環境研究所・循
環型社会・廃棄物研究センター長に聞く

 2.17（日） 朝日（朝刊）

10 放課後：女子中高生理系進学推進セミナー３月１日開催  2.18（月） 中日（朝刊）

11 元気を問う：伊藤秀章・エコトピア科学研究所特任教授　リサイクル品 多角的評価を  2.19（火） 中日（朝刊）

12 名大サロンの主役：浪川幸彦・多元数理科学研究科教授　音楽の数的意味探る  2.19（火） 中日（朝刊）

13 第１回名大・京大連携報告会26日開催  2.19（火） 中日（朝刊）
日刊工業

14 名古屋市で１億6000万円の裏金が発覚した問題で、外部調査委員会（委員長・市橋克哉・法学研究科教授）は、松原
市長に１億8000万円の返還要求の最終報告書を提出

 2.19（火）
 2.26（火）
 2.27（水）

中日（朝刊）
中日（夕刊）
中日（朝刊）
他２社

15 第２回「わかしゃち奨励賞」最優秀賞に岡田浩樹さん・本学大学院生、優秀賞に林　幸壱朗さん・本学大学院生が
選ばれる

 2.19（火） 中日（朝刊）

16 博物館特別講演会「世界をリードするロンドン自然史博物館の魅力」３月９日開催  2.19（火） 中日（朝刊）

17 病を知る：歯周病　上田実・医学系研究科教授　重症でも抜かずに治療  2.19（火） 日経（夕刊）

18 名大病院市民公開講座「ご存知ですか　治験ってなぁに」「乳癌の最新治療について－標準的な治療の開発と普及－」
23日開催

 2.19（火）
 2.21（木）

日経（夕刊）
中日（朝刊）

19 名古屋大学ライフトピア・シンポジウム「年を重ねるということ～その豊かさ、その幸せ～」３月２日開催  2.19（火）
 2.22（金）
 2.27（水）

日経（夕刊）
中日（朝刊）
毎日（朝刊）

20 全国学力・学習状況調査　犬山市教育委員会の委員である中嶋哲彦・教育発達科学研究科教授は、「テストの点数を
取るだけの学力は役に立たない。市民に学力テスト不参加の十分な説明が必要」と話す

 2.20（水） 中日（朝刊）

21 この人に聞きたい：南医療生活協同組合理事長・柴田寿彦氏・本学卒業生　新しい病院づくりとは  2.20（水） 朝日（朝刊）

22 中日文化センター：「町田健の『おもしろ言語学』」　町田健・文学研究科教授  2.20（水） 中日（夕刊）

23 中日文化センター：源氏物語1000年紀記念講座7月6日開催　髙橋亨・文学研究科教授　「宇治大君・中の君をめぐ
る端役たち－女房と僧を中心に」

 2.20（水） 中日（夕刊）

24 シンポジウム「団体訴権でなにができるの？」23日開催：千葉惠美子・法学研究科教授  2.21（木） 中日（朝刊）

25 坂平文博氏・元本学大学院生が手がけた、室町時代中頃の製塩集落の遺跡から得た49体と、鎌倉時代の人骨61体が、
現代の本土日本人の DNA のデータとほぼ一致　これにより鎌倉時代人と現代日本人のミトコンドリア DNA の特徴
はほぼ一致

 2.21（木） 朝日（朝刊）

26 浮葉正親・留学生センター准教授　ソウルに村祭りを見に行く  2.21（木） 朝日（夕刊）

27 新名神高速道路　あす開通　森川高行・環境学研究科教授　経済活性化に大きな効果  2.22（金） 中日（朝刊）

28 「政務調査費の情報公開を求める市民の会」（代表・水田洋・本学名誉教授）などが、昨年の市議会議員選挙で公開
を約束した7市議会議員に、公約との整合性をただす公開質問状を提出

 2.22（金） 中日（朝刊）

29 理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授の不斉合成技術を使った化粧品を、磐田商工会議所が販売  2.23（土） 中日（朝刊）

30 G8大学サミット６月29日～７月１日札幌市で開催　日本からは本学など14大学が参加  2.23（土） 毎日（夕刊）
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記事 月日 新聞等名

31 紙つぶて：福井康雄・理学研究科教授　西　八郎  2.23（土） 中日（夕刊）

32 訃報：近　璋三・本学名誉教授  2.23（土）

 2.25（月）

中日（朝刊）
他２社
日刊工業

33 医師国家試験の大学別合格率　本学の最近5回の平均合格率は94.5％  2.24（日） 日経（朝刊）

34 本学などの研究グループは、ボルネオ島マレーシア・ランビル国立公園の一斉開花は、「雨の減るわずかな乾燥期間
が開花の号砲」と仮設を提唱　実証実験に取り組む

 2.24（日） 日経（朝刊）

35 100Answers：Q2「食の安全を確保するためのアイデアや工夫を挙げてください」に対し、坪井秀人・文学研究科
教授は、生産者と消費者が直接つながる体制をと呼びかける。また「いつでも何でも食べられる世の中が必ずしも
幸福ではないことを誰もが気づき始めている」と話す

 2.24（日） 朝日（朝刊）

36 朝日カルチャーセンター：山本直人・文学研究科教授　「縄文人と植物」、伊藤大輔・文学研究科准教授　「金刀比羅
宮書院の美」、樋口敬二・本学名誉教授　「ヒマラヤの氷河を語る」、木俣元一・文学研究科教授　「西洋中世美術へ
のアプローチ」

 2.24（日）
 3. 7（金）

朝日（朝刊）

37 高校グラフィティー：近藤孝男・理学研究科教授は、「今ならオタクと呼ばれるかもしれないけれど、とにかく研究
が好きだった」と岡崎高校時代を振り返る

 2.25（月） 読売

38 「あいち九条の会結成３周年のつどい」24日開催：水田洋・本学名誉教授  2.25（月） 中日（朝刊）

39 国公立大学２次試験開始　本学志願者数4866人、平均倍率2.8倍  2.25（月）

 2.26（火）

中日（夕刊）
他２社
朝日（朝刊）
読売

40 「風戸研究奨励賞」に成田哲博・理学研究科助教らが受賞  2.26（火） 日刊工業

41 医療フォーラム「新しい医療のかたち－大学と企業による新たな挑戦」28日開催  2.26（火） 中日（朝刊）

42 物理学21世紀 COE プログラム「宇宙と物質の起源：宇宙史の物理学的解読」公開講演会「宇宙の超高エネルギー現
象：宇宙はなぜ、高エネルギー粒子をつくるのだろうか？」29日開催

 2.26（火） 中日（朝刊）

43 公開講座「私たちの暮らしに起こっていること～いちずに『経済』を読み解く～」27日開催：新井美佐子・国際言
語文化研究科准教授

 2.26（火） 中日（朝刊）

44 教養教育院プロジェクトギャラリー「clas」　F プロジェクト「卒業制作展」29日まで開催  2.26（火） 朝日（朝刊）

45 世界トップレベル研究拠点プログラムの分野別プログラムを日本で構築　プログラム・ディレクターは神奈川大学
教授・三田一郎・元本学理学部教授らが担当　

 2.26（火） 日刊工業

46 近世史研究会３月例会３月１日開催  2.26（火） 中日（夕刊）

47 トータルヘルスプランナー（THP）養成コース開講記念　公開シンポジウム　「高齢社会を地域で支える他職種協働
アプローチ～包括的サービスの充実に向けて～」３月１日開催

 2.27（水） 中日（朝刊）

48 家庭教育セミナー「学ぶ親が、やる気ある子を育む」３月23日開催：堀内守・本学名誉教授　「子育てに大切な親
の生き方」

 2.27（水） 中日（朝刊）

49 本学　「鳥インフルエンザ対策委員会」を設置  2.27（水） 中日（朝刊）

50 貝淵弘三・医学系研究科教授が「第18回読売東海医学賞」を受賞  2.27（水） 読売

51 神田愛知県知事は公立病院の医師確保や再編のため、本学など医学部をもつ愛知県内の4大学と有識者会議を発足  2.28（木）
 2.29（金）

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

52 「知の拠点」事業の一つ「シンクロトロン光利用施設」について本学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、豊田工
業大学の４大学と愛知県が協力協定を結ぶ

 2.28（木）
 2.29（金）
 3. 5（水）

中日（朝刊）
日刊工業
中日（朝刊）
他３社

53 遺伝子実験施設、住　斉・筑波大学名誉教授、東京大学が協同で、岐阜県飛弾地方に古くから住む「飛騨びと」の
起源を研究

 2.28（木） 中日（朝刊）

54 中世史研究会卒業論文発表会３月８日開催  2.28（木） 朝日（夕刊）

55 第11回 JALSA 講習会３月７､ ８日開催：祖父江元・医学系研究科教授  2.29（金）
 3. 9（日）

中日（朝刊）

56 愛知学院大学寄付講座「口腔先天異常遺伝学・言語学講座」　第7回講演会「抗酸化食品と疾病予防」３月８日開催：
大澤俊彦・生命農学研究科教授

 2.29（金） 中日（朝刊）

57 2008愛知環境賞　経済学研究科とエネルギーマネジメント研究・検討会が優秀賞を受賞  2.29（金）
 3.10（月）

中日（朝刊）

58 本学と理化学研究所の共同グループが、生物を構成するタンパク質などの構造を精密に解析し、観測する技術を開発  2.29（金） 中日（朝刊）
日刊工業

59 高橋雅英・医学系研究科教授らの研究チームは、「血管新生」に特定のタンパク質が重要なかかわりを持つことを解明  2.29（金） 朝日（朝刊）

60 第２回シンポジウム　予防早期医療の実現をめざして～手のひらに名医・大病院を～１月30日開催：平野眞一総長
は、「予防早期医療の創成プロジェクトは、本学と企業4社の協働により2006年にスタートした。分野やカルチャー
が異なる研究者、技術者が連携、融合しながら多くの成果を上げた」と式辞を述べる

 2.29（金） 日経（夕刊）
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61 モノづくりから未来へ－中部圏経済サミット３月28日開催：平野眞一総長がパネルディスカッション「モノづくり
から未来へ」に出席

 3. 1（土） 中日（朝刊）

62 本学卒業生・野淵龍雄氏が椙山女学園大学の新学長に就任  3. 1（土） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）
読売

63 第30回読売犬山ハーフマラソン２月24日開催：本学から多数参加  3. 1（土） 読売

64 紙つぶて：福井康雄・理学研究科教授　KY から JY  3. 1（土） 中日（夕刊）

65 中日新聞を読んで：中西久枝・国際開発研究科教授　母国語で磨く感性  3. 2（日） 中日（朝刊）

66 病院の実力：本学の2006年人工関節の手術件数は77件  3. 2（日）　読売

67 本学と三重県が新型震度計を共同開発　三重県南部の自治体を中心に計16か所に設置  3. 3（月） 読売

68 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　薪ストーブ（４）  3. 3（月） 中日（朝刊）

69 環境学研究科とアメリカ・カリフォルニア大学との学術交流・協力協定が確定　調印のために来日したエルンスト・
ワイツゼッカー・同大学教授に日本ができる温暖化対策を聞く

 3. 3（月） 中日（朝刊）

70 直球曲球：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　教員の指導法を変えよ  3. 3（月） 日刊工業

71 書籍：「ザ・名古屋　最強 DNA を探る　名古屋大 OB の人脈力」  3. 3（月） 日経（朝刊）
毎日（朝刊）

72 「いわくら五条川マラソン」【4キロ】男子40歳未満の部で岩田翔也さん・本学学生が優勝  3. 3（月）
 3.11（火）

中日（朝刊）
朝日（夕刊）

73 錫村明生・環境医学研究所教授、竹内英之・同研究所助教らの研究グループは、免疫異常により発生する脳脊髄炎
に、抗体を用いず治療する方法を発見

 3. 4（火） 中日（朝刊）
他２社

74 地方銀行の再編　家森信善・経済学研究科教授は、「横並びの金利競争だけでは収益力が低下する。合併による規模
拡大は一つの選択肢」と指摘する

 3. 4（火） 日経（朝刊）

75 第３回スーパーレクチャー　人体・生命の不思議13日開催：近藤孝男・理学研究科教授　「KaiC 蛋白質が刻むシア
ノバクテリアの１日」、吉村崇・生命農学研究科准教授　「動物が季節を読み取る仕組みを探る」、松本邦弘・理学研
究科教授　「生命現象とシグナル伝達：モデル動物からのアプローチ」、貝淵弘三・医学系研究科教授　「動脈硬化の
しくみをさぐる」

 3. 4（火） 中日（朝刊）

76 原材料高騰　トヨタ自動車専務調達本部長・新美篤志氏・本学卒業生に聞く　  3. 4（火） 日刊工業

77 大学発ベンチャーの挑戦：ファイン・バイオメディカル社長・池田誠一・工学研究科研究員　脳血管内手術の訓練
用ロボット製造

 3. 4（火） 日刊工業
中日（夕刊）

78 学生街ダンス：塚田雄太さん・本学学生　経済学部多和田ゼミと愛知大学の国崎ゼミの合同報告会  3. 4（火） 中日（朝刊）

79 訃報：武澤純・医学系研究科教授  3. 4（火） 朝日（朝刊）
中日（夕刊）

80 杉山雄規・情報科学研究科教授は、道路上の車が一定以上の密度になると、交通渋滞が起こることを実験により証明  3. 5（水）
 3. 6（木）

読売
朝日（夕刊）

81 時のおもり：総合研究大学院大学教授・池内了・本学名誉教授　ブルーレイと HD － DVD の闘い  3. 5（水） 中日（朝刊）

82 ひと：本学に留学経験のあるアメリア・フィールデンさんが、「FERRIS WHEEL（観覧車－英訳現代短歌101首）」で、
「ドナルド・キーン翻訳賞」を受賞

 3. 5（水） 毎日（朝刊）

83 名古屋大学オープンカレッジ「自由奔放！サイエンス」　「江戸時代の法と裁判」15日開催：神保文夫・法学研究科
教授

 3. 5（水） 毎日（朝刊）

84 日本考古学協会：公開講座「よみがえる縄文時代の暮らし－鳥浜貝塚の世界」　渡邊誠・本学名誉教授　「縄文時代
の生業」

 3. 5（水）
 3.13（木）

中日（夕刊）
中日（朝刊）

85 Talk JST in 東海：科学技術交流財団理事長・松尾稔・元本学総長　先達から人生の決定的影響  3. 6（木） 日刊工業

86 愛知教育大学教授・岡田安代氏・本学卒業生　外国人児童を教えるということ  3. 6（木） 朝日（夕刊）

87 8日合格発表　今年から後期日程を廃止　1844人が合格  3. 8（土） 中日（夕刊）
朝日（夕刊）

88 上田実・医学系研究科教授と山田陽一・医学部附属病院助教らは、子犬の乳歯から親犬の骨を再生することに成功  3. 8（土） 日経（朝刊）
他２社

89 紙つぶて：福井康雄・理学研究科教授　志の輔と志ん朝  3. 8（土） 中日（夕刊）

90 日本再生医療学会 市民公開講座「安全なインプラント治療とは？」14日開催：上田実・医学系研究科教授  3. 9（日）
 3.14（金）

中日（朝刊）

91 レーザー：本学に鳥インフルエンザ対策委員会を設置　平野眞一総長は、「早急にガイドラインを策定し、他医療機
関や自治体等と連携、感染者隔離のシステムを築きたい」と話す

 3.10（月） 日刊工業

92 この人に聞きたい：来月、愛知教育大学長に就任する松田正久氏・本学卒業生  3.10（月） 毎日（朝刊）

93 「第13回名古屋大学下宿用品リユース市」30日開催  3.10（月） 毎日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

94 訃報：竹内純・本学名誉教授  3.10（月）

 3.11（火）

中日（朝刊）
毎日（朝刊）
朝日（朝刊）
他２社

95 坂田誠・工学研究科教授、西堀英治・同研究科准教授、青 忍・同研究科助教らの研究グループは、高輝度光化学
研究センターと共同で、ステロイド系の医薬品構造を粉末試料から決定することに成功

 3.11（火） 日刊工業

96 国内最大級の活断層、糸魚川－静岡構造線断層帯の北部50キロの断層がずれただけで、M8級の地震が起きる可能性
が高いことを本学などが解析

 3.11（火） 読売

97 名大サロンの主役：家森信善・経済学研究科教授　公平欠く「名古屋金利」  3.11（火） 中日（朝刊）

98 本学　マックスプランク生物学研究所名誉所長・ロベルト・フーバー氏に名誉博士号を贈る  3.11（火） 中日（朝刊）

99 第２回連携医療セミナー開催：東海ネット医療フォーラム・NPO（代表理事・吉田純・医学系研究科教授）主催  3.11（火） 読売

100 日本数学コンクールフォローアップセミナー「数理ウェーブ」22日開催：大沢健夫・多元数理科学研究科教授　「洪
水と数学」、伊師英之・同研究科准教授　「回す四元数」

 3.11（火） 中日（朝刊）

101 三村耕一・環境学研究科准教授が、隕石に含まれる有機物を探る  3.11（火） 中日（夕刊）

102 第１回　東海がんプロフェッショナル養成プラン市民講座　「がん治療について一緒に考えていきましょう」29日
開催

 3.11（火）
 3.14（金）

日経（夕刊）
朝日（朝刊）

103 石浦正寛・遺伝子実験施設教授、松尾拓哉・同施設研究員らのグループが、藻類の体内時計を構成する遺伝子を発見  3.11（火）
 3.12（水）

 3.14（金）

毎日（夕刊）
中日（朝刊）
他２社
日刊工業

104 ニッポン人・脈・記：阿部まゆみ・医学部保健学科特任講師　ホスピス創立　最期支え  3.11（火） 朝日（夕刊）

105 「人・地域の絆～ひとづくりを考える」４月27日開催：平野眞一総長が吉良町花岳寺にて講演  3.12（水） 中日（朝刊）

106 大岡昌博・情報科学研究科准教授らの研究グループが、物をつかんだり触ったりする指先の感覚を再現できる装置
を開発　５年後をめどに実用化

 3.12（水） 日刊工業

107 名大 ERC・キタン会　名古屋ビジネスセミナー　第７回「中国と名古屋経済圏との経済交流の現状と展望」11日開催  3.12（水） 日経（朝刊）

108 本学が中心となり、名古屋市を再生医療の特区として申請する構想を固める  3.12（水） 朝日（朝刊）

109 「あいち平和映画祭」４月開催　実行委員に加わる阿部哲郎さん・本学学生は、「回数を重ねるごとに若い世代が抵
抗感なく見られる作品が増えてきた」と話す

 3.12（水） 日経（夕刊）

110 日独米気候政策自治体パートナーシップ　日独ワークショップ in 名古屋14､15日開催  3.12（水）
 3.13（木）
 3.14（金）

朝日（夕刊）
中日（朝刊）

111 私スタイル：NPO 法人 G-net・高嶋舞氏・本学卒業生　「安定よりやりがい」迷わない  3.13（木） 朝日（朝刊）

112 東北大学の「抜群教授」制度　総合研究大学院大学教授・池内了・本学名誉教授は、「給料より時間や内容といった
環境で職場を選んできた」と話す

 3.13（木） 朝日（朝刊）

113 老年学：愛知淑徳大学教授・井口昭久・本学名誉教授　元同僚から届いたチョコ  3.13（木） 朝日（朝刊）

114 2008年度日本学士院賞に、理化学研究所感染症研究ネットワーク支援センター長・永井美之・本学名誉教授ら９人
が選出される

 3.13（木） 読売
他３社

115 春名幹男・国際言語文化研究科教授　バラク・オバマと米国の「チェンジ」  3.13（木） 朝日（夕刊）

116 13日は「世界腎臓デー」　市内外の医師らが、検尿キットを配布　日本慢性腎臓病対策協議会事務局長・松尾清一・
医学部附属病院長は、「腎臓病は早期発見すれば完治するので、普段から腎臓に注意を払って欲しい」と話す　

 3.14（金） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

117 防災減災：柏崎刈羽原子力発電所の設計に携わった福和伸夫・環境学研究科教授は、「中越沖地震で大きな被害がな
かったとはいえ、国内すべての原発の耐震性が十分とは言えない。さらに改善を図る努力が必要」と指摘する

 3.14（金） 読売

118 東海地方　２月の地震：林　能成・環境学研究科附属地震火山・防災研究センター助教  3.14（金） 読売

119 やさしい経済学－21世紀と文明　未来世代への責任：総合研究大学院大学教授・池内了・本学名誉教授　①過渡期
に生きる

 3.14（金） 日経（朝刊）

120 医学部附属病院で入院患者の方にも音楽を聴いてもらおうと、患者の方、バイオリニスト、看護師らが協力してボ
ランティアコンサートを開催

 3.14（金） 中日（朝刊）

121 環境フォーラム・ヒマラヤ写真展　「若者よ、地球を歩け～ヒマラヤ氷河が発信する明日へのメッセージ～」　４月
20日開催：藤田耕史・環境学研究科准教授　「今、ヒマラヤで起きていること」、上田豊・本学名誉教授　「地球を
歩こう」

 3.14（金） 朝日（朝刊）

122 書籍：「希望の政治学ーテロルか偽善か」　布施哲・国際言語文化研究科准教授著  3.14（金） 読売

123 福島和彦・生命農学研究科教授らの研究グループが、古代の木造建築に使われている建材の伐採年代を測定する技
術を開発

 3.15（土） 中日（朝刊）
他２社

124 座談会　わたしたちの暮らしと土岐川・庄内川：辻本哲郎・工学研究科教授がコーディネーター  3.15（土） 中日（朝刊）

125 紙つぶて：福井康雄・理学研究科教授　高校生諸君　物理を学ぼう  3.15（土） 中日（夕刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

４月14日（月）～５月２日（金）
場　　所：中央図書館４階展示室
時　　間：9：30～17：00
　　　　　（土日、祝日も開催）

［問い合わせ先］
附属図書館庶務掛　052-789-3667

附属図書館2008年春季特別展
「濃尾の医術－尾張藩奥医師野間家文書を中心に－」

４月17日（木）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：13：00～17：00
参加無料

［問い合わせ先］
研究所総務課　052-789-5263

エコトピア科学研究所エネルギーシステム（中部電力）
寄附研究部門（第４期）創設記念式典及び創設記念シンポジウム
～持続的発展社会に向けた電気エネルギーシステムの革新～

（プログラム）
○記念式典（13：00～13：30）
○記念シンポジウム（14：00～17：00）
　第１部：第３期報告および第４期へ向けて（14：00～15：10）
　第２部：創設記念シンポジウム（15：30～17：00）

４月19日（土）
場　　所：中央図書館５階多目的室
時　　間：13：00～15：30

［問い合わせ先］
附属図書館庶務掛　052-789-3667

附属図書館2008年春季特別展講演会
講　　演
　講演者：酒井シヅ（順天堂大学医学部客員教授）
　講演タイトル：「濃尾の名医たち」
展示解説
　解説者：齋藤夏来（附属図書館研究開発室特任准教授）

４月20日（日）
場　　所：豊田講堂
時　　間：13：00～16：00（開場12：00～）
参加無料

［問い合わせ先］
朝日新聞社広告部

「ヒマラヤ環境フォーラム」事務局
日丸美彦　052-222-5046
himaru-y@asahi.com

環境フォーラム・ヒマラヤ写真展
「若者よ、地球を歩け
～ヒマラヤ氷河が発信する明日へのメッセージ～」
第１部　基調講演「今、ヒマラヤで起きていること」
　　　　講 演 者：藤田耕史（環境学研究科准教授）
第２部　パネルディスカッション「地球を歩こう」
　　　　パネリスト：田部井淳子（登山家、山岳環境保護団体代表）、
　　　　　　　　　　上田豊（本学名誉教授）、
　　　　　　　　　　木村真樹（NPO バンク代表理事）

４月21日（月）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参加無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://anshin.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku/

第38回防災アカデミー
講演内容：地域ぐるみで守る！～防災まちづくり大賞を受賞して～
講 演 者：大石昇司（札幌市南区澄川地区連合会会長）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

４月30日（水）、５月28日（水）
場　　所：博物館野外観察園
時　　間：13：00～15：00
参加無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館野外観察園見学会
案　　内：西田佐知子（博物館助教）、野崎ますみ（博物館技術補佐員）

５月24日（土）
場　　所：知多半島礫ヶ浦海岸
時　　間：９：20～16：00
定　　員：40名
参 加 費：500円（保険料）

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

中学生のためのネイチャーウォッチング
講師：西川輝昭（博物館長、教授）、足立　守（博物館教授）

※小雨決行、悪天候の場合は別メニューで実施
※要事前申込（左の問い合わせ先に連絡）

５月29日（木）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参加無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://anshin.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku/

第39回防災アカデミー
講演内容：まちが崩壊する前に
講 演 者：柴田いづみ（建築家／滋賀県立大学教授）

５月30日（金）～７月26日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休館日：日・月曜日
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第10回博物館特別展
「今に生きる、からくり人形～ものづくりの源流と尾張文化の継承～」

※５月30日（金）10：30～　リニューアルオープンセレモニーを予定

５月30日（金）
場　　所：博物館展示室
時　　間：午後
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第22回博物館コンサート（NUMCo）
演　　目：未定
雅楽演奏会（三管：笙・篳

ひち

篥
りき

・龍笛）

６月16日（月）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参加無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://anshin.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku/

第40回防災アカデミー
講演内容：未定
講 演 者：入倉孝次郎（愛知工業大学客員教授 / 京都大学名誉教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

７月12日（土）
場　　所：豊田講堂
時　　間：13：00～　　

［問い合わせ先］
研究協力・国際部研究支援課高等研究院掛
052-788-6051、6153

第４回高等研究院スーパーレクチャー

７月18日（金）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参加無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038
taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
http://anshin.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku/

第41回防災アカデミー
講演内容：三松正夫が種を蒔いた火山防災文化　－北海道・有珠山では何が行われてきたか－
講 演 者：宇井忠英（環境防災総合政策研究機構専務理事 / 北海道大学名誉教授）
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名古屋市千種区不老町（〒464-8601）
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名大トピックスのバックナンバーは、名古屋大学のホームページ

（http://www.nagoya-u.ac.jp/topics/）でもご覧いただけます。

表紙

本学漕艇（ボート）部の対
抗試合を応援（名古屋大学
応援団）

（平成20年３月30日）

イベントカレンダー



本連載で紹介できる名古屋大学の歴史に関する情報をお持ちでしたら、大学文書資料室（052-789-2046、nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp）へご連絡ください。

　魯迅・郭  沫若らにつぐ中国近代文学の代表的な作家で
ある郁  達夫（Yu Du-Fu, 1896年中国浙江省富陽県生まれ）
の文学碑が本学の東山キャンパス内に設置されていること
は、本連載第16回（No.123）で紹介しました。この文学碑
は、郁  達夫が本学の前身校である旧制第八高等学校（八
高）の卒業生であったことから、同校同窓会である八高会
によって1998（平成10）年６月に建てられたものです。
　当時、文学碑は豊田講堂の北東角にあった芝生上（現在
のホワイエの北側広場）に設置されていました。しかし現在
は、2007年12月に竣工した豊田講堂の改修・増築工事に際
して、豊田講堂の北西角部分に移設されています（写真１）。
1960（昭和35）年に建設された豊田講堂はこれまでに数回
の小規模な改修工事を受けていますが、今回の工事は講堂
の建設から47年を経て建築家槇  文彦氏が再び設計を担当

するはじめての大規模な改修・増築工事となりました。
　文学碑の移設場所については、2007年春から夏にかけて
八高会との協議が行われ、複数の候補地の中から現在の場
所が選ばれています。晴れた日の午後、豊田講堂とならん
で陽光を浴びる移設後の文学碑は、これまで以上に存在感
が増したようにみえます（写真２）。
　また、今回の改修・増築工事に伴い移設された記念碑に
は、郁  達夫文学碑のほかに歌碑「学生歌 若き我等」が
あります。この歌碑は、1962年に創団された名古屋大学応
援団の創団30周年を記念して建てられたものです。これま
で豊田講堂前庭の南西側植栽エリアに設置されていた同歌
碑は、現在、同前庭西側にある芝生広場の一角に移設され
ています（写真３）。
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文学碑と名大学生歌歌碑　―豊田講堂改修に伴い移設―

１　移設後の文学碑
２　移設後の文学碑と豊田講堂
３　移設後の歌碑と豊田講堂
４　文学碑、歌碑設置場所地図
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３ ４
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