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第４回 AC21国際フォーラム2008を開催

名古屋大学オープンキャンパス2008を開催

平野総長らが米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校新学長を表敬訪問

平野総長らがイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校を訪問

平成20年度名古屋大学OJT 実施者研修を実施

●知の先端

植物の発生と環境への適応

金岡　雅浩（大学院理学研究科助教）

古材の伐採年推定における新手法　

－飛行時間型二次イオン質量分析の考古学への応用－

福島　和彦（大学院生命農学研究科教授）

齋藤　香織（大学院生命農学研究科博士研究員）

●部局ニュース

日中経済シンポジウムを開催

永井美之名誉教授日本学士院賞受賞記念講演会を開催

工学部がテクノフロンティアセミナーを開催

「テクノサイエンスセミナー　－大学の化学を体験しよう－」を開催

第６回モノづくり市民公開講座「スターリングエンジンの製作」及び

「テルミンの製作」を開催

ナミビア大学副学長が来学

公開実験講座2008「バイオサイエンス・バイオテクノロジーを体験する」を開催

シンポジウム「環境問題の核心とは何か」を開催

地震の揺れの体験装置を開発・公開

第42回客員教授セミナー「FDマップの開発とその活用方法」を開催

学術ポータル担当者研修を実施

ひらめき☆ときめきサイエンス「葉っぱの上の謎の部屋、『ダニ室』から進化を

探ろう」を開催

第２回地球教室「砂金を見つけよう！」を開催

「ミクロの探検隊」を開催

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成20年７月16日～８月15日

● INFORMATION

第４回名古屋大学ホームカミングデイ　地域と大学で考える「人と地球環境」を

10月18日（土）に開催

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

名大教養教育の源流を語る八高資料
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　第４回 AC21（国際学術コンソーシアム）国際フォーラ
ムが、７月28日（月）から30日（水）の間、米国ノースカロラ
イナ州立大学（NCSU）において、「大学間パートナーシッ
プ－21世紀のためのグローバルな連携と革新」をテーマに
開催されました。
　2002年に本学の提唱によって設立された AC21は、２年
毎の国際フォーラム・学生世界フォーラム、国際共同研究、
共同教育プログラム、学生交流、国際産学官連携プロジェ
クトなどの活動を展開し、国内外にその活動が広く知られ
るようになってきています。国際フォーラムは、これまで
に名古屋大学（2002年）、シドニー大学（2004年）、ウォリッ
ク大学（2006年）において開催されており、４回目となっ
た今回は、世界各国のメンバー大学の学長・副学長をはじ
め、大学関係者、学生、政府機関・企業・地方団体関係者
等、約120名が参加しました。
　開会式では、ジェームス・L・オブリンガー NCSU 学
長、平野総長、玉井日出夫文部科学審議官があいさ
つを行いました。オブリンガー学長は、AC21の活
動における本学の貢献を評価するとともに、NCSU
とメンバー大学との関係を進展させていきたいと述
べ、平野総長は、AC21の活動により、メンバー間
の交流が深まるばかりでなく、AC21の活動が世界
的に認知されてきたことに対して、各メンバー大学
の AC21への貢献に謝意を表しました。

　玉井文部科学審議官は、日本が世界へのさらなる貢献の
ために「留学生30万人計画」を策定したことを紹介し、世
界の主要大学のリーダーが、学問分野を超えて英知を共有
することは極めて重要であり、AC21を通じて知識や経験
を共有し、その成果を世界に発信していくことで、国際的
な学術交流及び協力の進展に貢献していくことを期待した
いと述べました。
　次に基調講演が行われ、トーマス・A・ファレル米国国
務省副次官補が、「革新的社会に向けた人材育成：大学間
学生交流」と題し、大学間学術交流・学生交流が果たした
歴史的な意義を強調しました。
　引き続いて、テーマの下に設けられた「国際的な学生交
流および学術交流」、「グローバルな高等教育のための課
題」、「技術革新と技術移転」の３つのサブテーマに分かれ
て、講演やパネルディスカッション、ポスター発表のセッショ
ンが催され、活発な議論と関係者の交流が行われました。
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１　�（左から）玉井文部科学審議官、オブリンガー
学長、平野総長、ファレル国務副次官補

２　プレジデントパネルで発表する平野総長
３　玉井文部科学審議官のあいさつ
４　パネル発表において質問に答える学生
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　これらのセッションには、氷見谷直紀文部科学省高等教
育局高等教育企画課国際企画室長、AC21パートナー企業
であるトヨタ自動車の菊池昇トヨタ北米先端研究所長（ミ
シガン大学教授）らが講演を行うなど、AC21メンバー大
学や他大学の関係者、政府関係機関、企業関係者が講演者・
パネリストとして参加し、活発な議論が交わされました。
また、並行して行われた情報基盤統括責任者会議（CIO 
Meeting）には、本学から大峯理事・情報連携統括本部長
が参加しました。
　ポスター発表では、AC21メンバー大学が関わる共同研
究、本学自動車工学サマープログラム、学生による研究な
どについて多彩な発表が行われました。
　一方、フォーラムに先立つ27日に AC21運営委員会、
最終日の30日に AC21総会が開かれました。運営委員会
は、2002年の AC21創設以来、毎年１回行われているもの
で、運営委員会メンバーの全７大学から、ウォリック大
学マイケル・ウィットビー副学長、ケムニッツ工科大学
エーベルハルト・アレス事務局長、シドニー大学ジョン・
ハーン副学長、上海交通大学葉取源副学長、チュラロンコ
ン大学クア・ウォンブンスィン副学長、NCSU ラリー・
ニールセン副学長が参加し、本学からは宮田副総長及び
AC21推進室員が参加しました。
　同委員会では、新しい会費制度、年度予算、AC21プロ
ジェクト支援制度、産学連携活動、新メンバー加入手続き

と、タイ・チュラロンコン大学の2011年学生世界フォーラ
ム開催等が提案され、活発な議論のうえ、AC21総会に付
議することが承認されました。
　総会では、AC21メンバー大学の学長等の代表者が集ま
り、運営委員会からの提案について議論をすすめ、承認を
行いました。今回のフォーラムには、AC21に加盟を希望
する複数の大学が参加し、そのうち正式に手続を終えたア
デレード大学（オーストラリア）を新規メンバーとして承
認しました。
　また、今後の活動計画の紹介があり、ケムニッツ工科大
学（ドイツ）において開催される学生世界フォーラムにつ
いて、2009年６月22日～27日に「Production — Meeting 
the Global Challenges」をテーマに、セミナーや企業訪問
など様々な活動が企画され、AC21メンバーから30名、ケ
ムニッツ工科大学から50名の学生の参加が予定されている
と説明がありました。併せて、上海交通大学で開催される
国際フォーラム2010の計画についても紹介がありました。
　今回のフォーラム、運営委員会及び総会には、メンバー
大学が AC21の活動に積極的に関わり、将来の活動を提案
し、また、複数の AC21加盟希望大学が参加したほか、さ
らなる新規加盟の提案もありました。AC21の活動の意義
を評価し、さらに発展させ活用していきたいというメン
バー大学の意気込みや、国内外で AC21が注目を浴びつつ
あることが実感されたフォーラムとなりました。
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１　総会出席者
２　運営委員会の様子
３　学生世界フォーラム2009のプロモーション
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　名古屋大学オープンキャンパス2008が、８月６日（水）か
ら８日（金）の３日間にわたり開催されました。これは、高
校２年生を中心とした大学進学希望者を対象に、教育・研
究における特色の紹介や施設見学等を通じて「名古屋大学
で何が学べるか」を紹介し、今後の適切な進路を選択する
うえでの目的意識を持ってもらうため、毎年８月上旬に
行っているものです。
　参加者は午前中、豊田講堂において大学紹介ビデオを視
聴した後、施設見学（附属図書館、博物館、広報プラザ、
野依記念物質科学研究館、赤㟢記念研究館）や学食体験等、
キャンパス内を自由に散策しました。また、本年度新たに
企画された豊田講堂ホワイエでの入学試験・就職・学生生
活などの相談ブースや、リスニングテスト IC プレーヤー
体験コーナー、大学生協学生委員による在学生との交流・
相談コーナーにも、多くの参加者がありました。
　午後を中心に行われた学部企画では、豊田講堂ホール、
経済学部カンファレンスホール及び IB 電子情報館大講義
室を主な会場として、各学部長をはじめ、教職員・在学生
が一体となり、内容に趣向を凝らした概要説明、模擬講義、
施設見学等が行われました。

　今年度は、３日間を通して、昨年を上回る約6,800名の
参加者がありました。
　参加した高校生らは、各会場で教員や在学生と直接懇談
したり、自分の進路等について詳しく説明を聞き、熱心
に質問しメモを取るなど熱気に溢れ、猛暑にもかかわらず、
終日キャンパスは高校生の姿で賑わっていました。
　なお、プログラム等、詳細については、本学ウェブサイトhttp:
//www.nagoya-u.ac.jp/admis/oc2008/ にてご覧頂けます。
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学部紹介の様子

在学生との質疑応答

研究室紹介の様子

在学生との交流・相談コーナーの様子

オープンキャンパス参加者数
８月６日（水） 経 済 学 部 692名

工 学 部 1,683名
８月７日（木） 法 学 部 762名

情報文化学部 259名
医学部医学科 430名
農 学 部 460名

８月８日（金） 文 学 部 721名
教 育 学 部 527名
理 学 部 715名��
医学部保健学科 557名

合　　　　計 6,806名
医学部保健学科は大幸キャンパスにおいて実施、それ以外は
東山キャンパスにおいて実施
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名古屋大学オープンキャンパス2008を開催



　７月24日（木）、25日（金）の２日間、平野総長らが米国イリ
ノイ大学アーバナ・シャンペーン校を訪問し、リチャード・
ハーマン同大学長らと懇談しました。同大学とは、2000年
に全学間学術交流協定及び学生交流協定を締結し、研究者
交流や学生交流を活発に進めてきていますが、今回の訪問
は、先般、学生交流協定の更新が行われたことを契機とし

て、さらに様々な分野や協力形態を通じて、両大学間の緊
密な連携・交流を推進することを目的としました。
　訪問には、宮田理事と野水総長補佐が同行し、同大学の
ハーマン学長以下、ウィリアム・ブルスタイン国際交流担
当学長補佐、アンドリュー・ゲワース化学部長、マイケル・
ブラッグ副工学部長、国際交流関係者、産学官連携・知的
財産移転関係者、郡司紀美子日本館館長らと相次いで懇談
しました。
　今回の懇談では、本学から研究者交流、学生交流の更な
る推進、サマー・プログラム、交互のシンポジウム開催に
よる継続的な研究協力の構築、産学官連携などを提案し、
同大学側からも化学分野の共同研究、事務スタッフ交流等
の積極的な提案があり、相互で積極的に検討する旨、合意
を得ました。

　平野総長、宮田理事をはじめとする本学の国際交流・産
学官連携関係者は、７月31日（木）、ノースカロライナ大学
チャペルヒル校を訪問し、本年７月に新学長に就任した
ホールデン・ソープ学長及び関係者と懇談しました。
　ノースカロライナ大学チャペルヒル校は、バイオテクノ
ロジー、医療、医薬品分野で優れた研究実績を誇っており、

本学とは、これまで1989年に医学部において部局間学術交
流協定を締結し、2007年９月には産学連携協定を締結する
など連携を進めてきています。
　ソープ学長との懇談では、両大学間での産学連携の強
化、学生の交換、研究分野での一層の交流等について建設
的な情報交換ができました。懇談の際には、ジェームス・
フェイン ノースカロライナ州商務省長官が同席し、同大
学だけではなく州政府を含む一体的な連携関係が構築され
ていることが再確認できました。
　また、同校が進めているカロライナ・ノース・プランの
新サイエンス・パーク構想について説明を受け、その後、
現地を訪問し、同パークの広大さを肌で感じることができ
ました。新サイエンス・パークは、滑走路の跡地を有効活
用して今後５年間をかけて開発される予定で、ノースカロ
ライナ大学の研究内容、教育等をさらに発展させることに
より、ノースカロライナ州の社会に大いに貢献しようとす
るものです。この構想は、本学が今後サイエンス・パーク
の取り組みを進めるにあたって、大いに参考となるもので
した。
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ハーマン学長と記念品を交換し握手する平野総長

懇談の様子（テーブル左から３人目がソープ学長、右から２人目が平野総長）
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平野総長らがイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校を訪問

平野総長らが米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校新学長を 
表敬訪問



　平成20年度名古屋大学 OJT（On the Job Training）実
施者研修が、７月30日（水）、31日（木）の２日間にわたり、
シンポジオンホールにおいて実施されました。
　この研修は、各部局から推薦された掛長、専門職員を対
象として行われ、部下に仕事を通じて必要な知識、技能、
取り組み姿勢等を身につけさせるための指導方法を養うこ

とを目的として実施しているもので、今回は31名が参加し
ました。
　受講者は、あまり経験のない参加型研修ということか
ら、当初は緊張の面持ちでしたが、次第に打ち解け、積極
的に自己及び職場のコミュニケーションの取り方の現状な
どについて、いろいろな事例を交えてグループ討議・発表
を行いました。
　また、事前課題として収集した、「部下・上司からの声」
を共有し、自分たちに対する期待を自覚するとともに、「自
分の強みと弱み」を分析し、OJT に関する基本的な理解
を深めました。
　この２日間で得たコミュニケーションスキルをもとに、受講
者一人ひとりの今後の積極的な部下育成が期待されます。
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部下とのコミュニケーションに関するロールプレイング
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平成20年度名古屋大学 OJT 実施者研修を実施



　私たちの身の回りには緑があふれています。し
かし太古の地球では、地上は砂漠のような荒涼と
した風景が広がっていました。それは、水の中で
誕生した植物が、乾燥した環境に進出するのは難
しく、陸上で繁栄するためには様々な特別な組織
を獲得しなければならなかったからです。
　現存の陸上植物は乾燥した環境に適応するた
め、体表面をワックスで覆っています。同時に、
呼吸や光合成に伴うガス交換を行うため、体表面
に無数のミクロの通気口を発達させました。こ
の、孔辺細胞と呼ばれる１対の三日月型の細胞に
囲まれた孔のことを、気孔と呼びます（図１）。
孔辺細胞が膨張・収縮することにより気孔が開閉
し、酸素や二酸化炭素などのガスが植物体と大気
とを行き来します。
　地上に植物が出現したのは、今から約4.7億年
前と考えられています。シルル紀（約4.1億年前）
の地層からは、現存する陸上植物化石としては最

も古い、リニア植物の化石が見つかっています。
リニア植物は茎の直径がわずか1.5mm、高さが
10cm ほどで、葉も持たない小さな植物です。し
かし茎の断面をよく調べてみると、気孔が見られ
ます。このことからも、植物の陸上への進出には、
気孔の獲得が重要であったことがうかがえます。
　それでは気孔はどのようにしてつくられるので
しょうか。世界中で分子生物学実験に用いられて
いるシロイヌナズナという植物を例にとると、気
孔を作る孔辺細胞のような特殊な細胞も、もとも
とは通常の表皮細胞と同じ細胞から発生します。
原表皮細胞と呼ばれる細胞が、まず、通常表皮細
胞になるか、気孔を作る細胞の系列に入るか、ど
ちらかに運命が決定されます。次に、気孔系列に
入った細胞は、非対称分裂を繰り返し、小さな三
角形をした、孔辺細胞の元となる幹細胞をつくり
ます。この細胞は丸い細胞へと形を変え、最後に
一度だけ対称分裂をして、一対の孔辺細胞になり
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図１　�葉の表面と気孔の拡大図
　　　（左）植物は葉の表面の孔辺細胞に囲まれた孔である気孔を通じて、ガス交換を行う。（右）気孔の拡大図。

図２　野生型と突然変異体植物の気孔の様子
　　　�（左）野生型シロイヌナズナ植物の葉の表面（孔辺細胞を緑色で着色）。（中）�scream 変異体。葉表面のほ

とんどを気孔が占める。（右）�SCREAM、SCREAM2の両遺伝子が働かない植物。葉は通常表皮細胞のみから
成り、気孔は全く見られない。
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金岡　雅浩　大学院理学研究科助教



ます。このようにして、孔辺細胞と、孔辺細胞に
囲まれた孔である気孔が作られます（図１）。
　私たちは、突然変異誘発処理をした植物を数多
く観察し、気孔を過剰に作ってしまう scream 突
然変異体を発見し、変異の元となった遺伝子を同
定しました。SCREAM 遺伝子は転写因子と呼ば
れる、他の遺伝子の働きをオンにしたりオフにし
たりする、司令塔的な役割を果たすタンパク質を
コードしていることが分かりました。このタンパ
ク質の中の、たった１つのアミノ酸が別のアミノ
酸に変化すると、植物は気孔の数をうまく制御
することができず、気孔だらけになってしまう
のです。さらに、SCREAM と、それによく似た
SCREAM2という、２つの遺伝子を両方とも働か
なくすると、葉の表面は通常表皮細胞のみにな
り、気孔がまったくできなくなることが分かりま
した（図２）。
　また、気孔ができるまでには、原表皮細胞が分
裂したり性質を変えたりと何段階もの過程がある
ことは先に説明しましたが、それぞれの段階での
み働くタンパク質もいくつか知られています。今
回見つかった２つのタンパク質は、それらの各段
階でのみ働く転写因子タンパク質と直接結合する
ことも明らかになりました。つまり、独立した因
子によって別々に制御されていると思われていた
発生の各過程が、SCREAM と SCREAM2という
２つのタンパク質によって１つの流れとして繋が
る、すなわち、SCREAM と SCREAM2は、原表
皮細胞が性質を変えながら孔辺細胞へと分化し気
孔を作る過程全体を統合する重要な役割を果たし
ていることが分かったのです。
　研究の過程で、SCREAM は ICE1と呼ばれて
いる、植物が低温状態に置かれたときに働く遺伝

子と同じであることが分かりました。つまり低温
という「環境への応答」と、気孔の形成という「個
体の発生」が、同じ１つの遺伝子によって支配さ
れていたのです（図３）。この発見は驚きをもっ
て迎えられ、植物科学専門誌「The Plant Cell」
の2008年７月号の表紙を飾ることとなりました。
　気孔は植物と大気環境との接点であり、地球上
の全植物を通じて年間に3×1018グラムもの炭素
が固定されます。また、植物体を通じて、大気中
の全水蒸気が半年で循環すると言われています。
このように気孔は植物の生存に必要なだけでな
く、地球環境の維持にも無くてはならないと言え
ます。本研究は、気孔の数を人為的に調節するこ
とにより、光合成やガス交換効率のすぐれた植物
を作成する基盤となると期待されます。また、環
境問題の改善にも貢献すると期待されます。
　今回紹介した研究の大部分は、私がワシントン
大学生物学部の鳥居啓子准教授の研究室に在籍中
におこなったものです。最後になりましたが、研
究の機会を与えて下さった鳥居准教授に感謝の意
を表します。
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京都府出身。2006年京都大学大学院理学研究科生物科学専攻博士
後期課程修了。理学博士。米国ワシントン大学生物学部リサーチア
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ユニークな切り口で明らかにする。
趣味：バードウォッチング、写真撮影、ピアノなど。

かなおか　まさひろ

図３　SCREAM/ICE1遺伝子の機能
　　　�SCREAM/ICE1は、植物の低温状態への応答にも、気孔の発

生にも、重要な役割を果たす。



　「どの場所にどんな物質が存在するか」という
ことは、多種の化学成分から成る植物や動物など
の生体組織において、非常に重要な研究テーマで
す。顕微鏡では細胞の微細構造を見ることができ
ますが、その化学構造を知るには限界がありま
す。また、生体物質を有機溶媒などによって抽出
した場合は、詳しい化学構造は分かりますが、そ
の物質がどこに存在していたか分からなくなって
しまいます。これらの問題を解決する技術とし
て、質量分析イメージングが近年発展しつつあり
ます。この技術の最大の魅力は、特定の生体分子
イオンの分布を可視化できることです。
　名古屋大学においても、2002年に、飛行時間
型二次イオン質量分析（time-of-fl ight secondary 
ion mass spectrometry: TOF-SIMS）が導入され
ました。金やガリウムなどの一次イオンを照射す
ることによって、試料表面から放出される原子
や分子などの二次イオンを検出します（図１）。
TOF-SIMS は、試料のごく表面（1－2 nm）のみ

からのイオンが検出される表面分析であり、測定
後も、試料の微細構造は保たれています。検出さ
れた全てのイオンのイメージは、試料の微細構造
を表しており、そのなかでの特定の分子イオン分
布を細胞レベルで検出することができます。
　本研究では、TOF-SIMS を用いて、1000年以
上前に伐採した古い木材から微量の化学成分の分
布を検出し、古い木造建築物に使われた木材の伐
採年代を推定する技術に応用しました。考古学に
おいて、歴史的建造物や遺跡から出土した木材の
伐採年の決定は、建築年代を知る重要な手がかり
です。樹木は、濃い赤っぽい色の中心部分「心材」
と、その周辺部の部分「辺材」に分かれています

（図２）。木材の伐採した年代を決定するには、木
の年輪幅の変動を利用する年輪年代法を用いて、
心材と辺材の境目の年輪の年代を特定し、これに
辺材の推定の平均年輪数を加算することにより伐
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図１　二次イオン質量分析の原理 図２　樹木の幹断面図と伐採年の推定方法
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福島　和彦　大学院生命農学研究科教授

齋藤　香織　大学院生命農学研究科博士研究員



採年が推定されます。しかし、問題は、非常に古
い木材では心材が色落ちしており、肉眼による境
目の判定が難しく、伐採年が推定できないことで
した。そこで私たちは、心材のみに、微量含まれ
る特有の化学成分に着目しました。
　本研究では、約1300年前の法隆寺に使われた建
築用のヒノキ古材において、辺材と心材の境界付
近に残存する微量の特定化学成分ヒノキニンの
分布を、TOF-SIMS により検出し、境界存在位
置を特定することに成功しました（図３）。TOF-
SIMS は、非常に薄い木材切片から、化学的な前
処理は全く必要なく、化学成分を検出可能です。
よって、今回のように試料が貴重であり、少ない
採取量で調べる必要がある場合、TOF-SIMS は

非常に適した分析手法です。
　本結果により、法隆寺古材における心材と辺
材の境は、西暦662年前後であることがわかり、
よって、法隆寺古材の伐採年が740年前後である
ことがわかりました。これらの成果は、中日、読
売、毎日新聞等にも掲載され、広く一般にも紹介
されました。
　本研究において、二次イオン質量分析が、考古
学の分野に応用できることが示されました。今
後、伐採年が分からず、今まで決着がついていな
かった古建築物の建築年代を、科学的に示すこと
に本測定法が役立てばと思います。
　最後に、共同研究者であります総合地球環境学
研究所の光谷拓実教授に深く感謝致します。
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図３　�（a）法隆寺ヒノキ古材、（b）法隆寺古材切片における TOF-SIMS イメージング。上段は全ての二次イオンのイメージであり、年輪
年代法により決定した664年から656年までの年輪における木材細胞壁を表す。矢印は、放射柔細胞を示す。下段はヒノキニンの分
子イオン（m/z�353,�[M-H]+）の分布を示し、西暦662年において顕著な分布を示している。色が明るいほどイオン分布強度が高い
ことを示す。（c）西暦662年におけるヒノキニンの分布の拡大イメージング。ヒノキニンが放射柔細胞に局在することを示す。



　大学院医学系研究科は、７月25日（金）、医学部附属病院
中央診療棟講堂において、永井美之名誉教授日本学士院賞
受賞記念講演会を開催しました。
　永井名誉教授は、昭和40年に本学医学部を卒業後、同病
態制御研究施設教授、東京大学医科学研究所教授、国立感
染症研究所エイズ研究センター長を歴任し、現在は理化学

研究所感染症研究ネットワーク支援センター長を務めてい
ます。このたび、「パラミクソウイルス病原性の分子基盤
の解明と新規発現ベクターの創出」の功績により第98回日
本学士院賞を受賞し、授賞式は６月９日、日本学士院にお
いて行われました。同賞は日本の学術賞として最も権威の
あるもので、本学関係では29人目、また、本学医学部関係
では７人目の受賞となりました。
　記念講演会では、永井名誉教授が、プロテアーゼ活性化
によるパラミクソウイルス病原性の分子基盤の解明、リバー
スジェネティクスによるセンダイウイルスのアクセサリー
遺伝子機能の解明、さらにこの技術を用いた高発現 RNA
ウイルスベクターの創出・エイズワクチンの開発をはじめ
とする先端医療への応用について講演を行いました。
　引き続き、医学部鶴友会館において、同賞受賞記念祝賀
会が開催され、祖父江逸郎名誉教授、青木國雄愛知県が
んセンター名誉総長、永津俊治環境医学研究所客員教授、
中島　泉中部大学副学長、杉浦理事ら歴代医学部長が祝辞
を述べ、永井名誉教授からお礼のことばがありました。最
後に、発起人を代表して、濵口医学系研究科長から永井名
誉教授に記念品が授与され、盛会のうちに終了しました。

　大学院経済学研究科は、７月28日（月）～30日（水）、文系
総合館カンファレンスホールにおいて、「日中経済シンポ
ジウム」を開催しました。このシンポジウムは、中国・中
山大学嶺南学院（経済学部に相当）と共同で企画したもの
で、同大学から、教員、EMBA 学生及び卒業生により組
織される中山大学 MBA 企業家商会のメンバー約30名が参

加しました。
　初日は、奥村隆平経済学研究科教授が、「日本経済のバ
ブル現象と中国への教訓」と題し、日本のバブル経済の発
生と崩壊について講演を行い、２日目は、小川英次梅村学
園顧問・本学名誉教授が、「TPS の過去・現在・未来」と
題し、トヨタ生産方式の誕生と展開について解説しまし
た。３日目には、願興寺 之南山大学教授が、トヨタ自動
車労働組合の組織構造と特徴を紹介し、その役割にも触れ
ました。それぞれの講演の後、活発な質疑応答とともに、
日本および中国経済の諸問題についても熱心なディスカッ
ションがありました。さらに、理解を深めるために、参
加者はトヨタ自動車とヤマザキマザックの工場、および

（財）東京都中小企業振興公社などを見学しました。
　なお、初日には、李　勝蘭同学院副院長、李　永忠中山
大学 MBA 企業家商会長・中国全人代代表らが、山本理事
及び金井経済学研究科長を表敬訪問し、学術交流に関する
意見交換を行いました。
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永井美之名誉教授日本学士院賞受賞記念講演会を開催
●大学院医学系研究科

日中経済シンポジウムを開催
●大学院経済学研究科



　工学部は、８月１日（金）、同学部電気電子・情報工学科
の各実験室等において、「テクノフロンティアセミナー　－触
れてみよう、電子と情報の最先端に－」を開催しました。
　このセミナーは、高校生を対象としており、電気電子・
情報分野の最先端の研究を直接体験し、工学の面白さを理
解してもらうことによって、近年の若年層の理工系離れを

少しでも解消することを目的に、毎年この時期に開催され
ているもので、今年は東海地方を中心に13の高等学校から
35名の高校生が参加しました。
　参加者は、６つの実験課題（A. 電子ブロックで体験す
る物理と研究最前線、B. エコロジーな発電装置を作ろう、
C. マイナスイオンでリフレッシュ、D. ロボットのしくみ
を理解する、E. ライントレースカーを作る、F. 携帯で動
くアプリ開発）の中から選んだ課題について、同学科の教
員や大学院学生のアドバイスのもと、試行錯誤を繰り返し
ながら熱心に製作・実験に取り組みました。
　また、教員や大学院学生との交流や大学施設の利用を通
じて、大学生活を実感するとともに、電子と情報の先端技
術に触れることで、工学への関心を一層深めたようでした。

　工学部は、８月７日（木）、工学部１号館及びエコトピア
科学研究所において、高校生を対象として実験講習会「テ
クノサイエンスセミナー　－大学の化学を体験しよう－」
を開催しました。
　このセミナーは、高校生に最先端の研究に触れてもら
い、実験をとおして大学の研究者と交流する中で科学技術

の面白さを肌で感じ、工学に対して新たな興味を持っても
らうことを目的に、平成８年度から毎年テーマを変えて開
催しているもので、大変好評を得ています。本年度は工学
研究科化学・生物工学専攻の教員・大学院生が中心となり、

「大学の化学を体験しよう」をテーマとして実施し、26の
高等学校から80名の高校生が参加しました。
　参加した高校生は、「光触媒の世界：光をつかう環境浄
化」、「簡単・バイオディーゼルの作り方」、「お菓子の乾燥
剤が地球を救う」などの16のテーマ班に分かれ、午前中に、
化学における身近な話題から当該テーマの最先端の研究に
至る、高校の授業とは異なる「大学の講義」を受け、午後
には、午前中の講義に関連する実験やシミュレーションの
実習を行いました。参加者は、担当教員や大学院生のアド
バイスを受けながら実習を体験することによって、化学を
学ぶ面白さを体感したようでした。
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「テクノサイエンスセミナー　－大学の化学を体験しよう－」を開催
●工学部



　７月25日（金）、オズムンド・ダミアン・ムワンデメレ 
ナミビア大学副学長が来学し、農学国際教育協力研究セン
ターならびに大学院生命農学研究科を訪問し、山内同セン
ター長、竹谷裕之　元同センター長、服部同研究科長と会
談しました。
　ムワンデメレ副学長は植物遺伝学を専門としており、わ

が国の国際交流基金の招へいにより、日本の大学訪問及び
日本の文化事情視察を目的として来日したものです。
　同センターと同副学長との関係は長く、ムワンデメレ氏
が当時学部長であった創設後間もないナミビア大学農学部
の強化支援計画（2001年～2003年）において、同センター
は中心的な役割を果たしました。この計画は、JICA に加
えて、同センターや総長裁量経費等の財源を活用して実施
されました。また生命農学研究科は同大農学部の教員を
留学生として受入れ、人材養成に大きく貢献してきていま
す。さらに、同氏を2000年３月16日、17日に本学において
開催された第１回オープンフォーラム「開発途上国におけ
る人造り協力の望ましいあり方」に招へいし、同氏は「ナ
ミビア大学農学部の設立と日本に対する国際協力の期待」
と題する特別講演を行っています。
　今回の訪問で、同副学長は、現在も同大学から同研究科
が留学生を受入れ、人材養成に貢献していることに対して
お礼を述べるとともに、とくに人づくりにおいての更なる
支援を要請し、両者は協力関係を一層発展させていくこと
について合意しました。

　工学研究科創造工学センターは、８月７日（木）、IB 電
子情報館10階の同センターにおいて、第６回モノづくり市
民公開講座を開催しました。
　同講座は、学生を対象とする「モノづくり講座」の一部
を一般の方々に開放し、中学・高校生の参加に配慮して夏
休み期間に実施しているもので、若い世代にモノづくりの

楽しさ、難しさを知ってもらうとともに、一般の方にも本
学に親しんでもらうことを目的としており、今回はこれま
での電子回路コース「テルミンの製作」に、機械工作コー
ス「スターリングエンジンの製作」を加えました。
　機械工作コースでは、まず、山下博史同研究科教授から
熱エネルギーを仕事に変換するしくみについて説明があ
り、次いで、技術職員からスターリングエンジンの歴史、
しくみ、設計の勘所や製作方法について説明がありまし
た。その後、参加者のテーブル毎に技術職員がついて部品
の組み立て方法を指導しました。調整のために時間を要し
た参加者もいましたが、その分エンジンが作動した際の喜
びは大きかったようです。
　電子回路コースでは、技術職員からテルミンの歴史やし
くみ、電子部品について説明があった後、機械工作コース
と同様に参加者のテーブル毎に技術職員がついて、部品の
組み立て方法や半田ごての操作方法を指導しました。慣れ
ない作業に苦戦した参加者も多い中、終了までには全員が
完成させることができました。
　同講座には、中学・高校生、一般の方など、様々な年代
から計22名の参加者があり、大変好評でした。
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ムワンデメレ副学長（左から２人目）ら

スターリングエンジンを製作する参加者
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ナミビア大学副学長が来学
●農学国際教育協力研究センター

第６回モノづくり市民公開講座「スターリングエンジンの製作」及び 
「テルミンの製作」を開催

●大学院工学研究科



　生物機能開発利用研究センターは、８月２日（土）、３日
（日）の２日間、公開実験講座2008「バイオサイエンス・バ
イオテクノロジーを体験する」を開催しました。
　この公開実験講座は、毎年、市民の皆様を対象に、バイ
オテクノロジーの一端を体験していただくことにより、バ
イオサイエンスに関する理解を深めていただくことを目的

に開講しているものです。
　今年の実験講座には、高校生、大学生及び社会人の計17
名が参加し、「ヒトの培養細胞を用いて生命の神秘を見て
みよう」、「自分の遺伝子を見てみよう」、「DNA でみるメ
ダカの地域差」と題した３つのコースに分かれて実験に取
り組みました。
　参加者は、始めて見る実験器具や機械に最初はとまどっ
た様子でしたが、講師の教員やアシスタントの指導を受け
ることで徐々に慣れ、楽しく実験に取り組んだようでした。
　終了時に提出されたアンケートには、「もっと詳しく知
りたい」、「もう少し期間を長くやってほしい」など、今
後、この講座をより良くしていくための貴重な意見が述べ
られ、また、多くの参加者から、「有意義な体験ができま
した」、「とても興味深い講座だった」、「普段扱わないもの
が対象で楽しかった」など、好評を得られました。

　大学院環境学研究科は、８月１日（金）、シンポジウム「環
境問題の核心とは何か」を開催しました。
　まず黒田達朗同研究科教授からシンポジウム開催の趣旨
説明があり、環境問題を論じる際に求められる情報リテラ
シー、疑似科学とならないための研究者の説明責任等、最
近の環境問題をめぐる諸課題が紹介され、続いて、３名の
講演者が講演を行いました。武田邦彦中部大学教授から
は、「リサイクル、ダイオキシン、地球温暖化はいずれも
被害が発生した環境問題ではない。科学は未来を予測でき
ないので、闇雲に資源を節約するのではなく、むしろ石油

のあるうちに次世代のものを作り出していくべきである」
と問題提起がありました。続いて、 佐野　充同研究科教授
から、「燃料電池は省エネ機器の一種として考えるべき。
持続可能性については疑問が残り、『エネルギー問題を解
決できる』という謳い文句は正確でない」と指摘がありま
した。さらに、神沢　博同研究科教授からは、「気候モデ
ルによる数値実験は、人間活動により大気中の温室効果ガ
スの量が増えたとき、種々の不確定性を考慮した上で、平
均地上気温が上昇することを支持している」と発言があり
ました。

　引き続き行われたパネルディスカッ
ションでは、講演者と竹内恒夫同研究科
教授の４名がパネリストとして登壇し、
リサイクルのあり方、気候モデルの改善
の可能性などについて幅広い議論が繰り
広げられました。フロアからも原子力発
電、最近の「異常」気象、子供たちへの
環境教育のあり方など重要な問題が提起
され、活発な質疑応答が行われました。
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「DNAで見るメダカの地域差」コースの様子

シンポジウムの様子 パネルディスカッションの様子
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公開実験講座2008「バイオサイエンス・バイオテクノロジーを
体験する」を開催
●生物機能開発利用研究センター

シンポジウム「環境問題の核心とは何か」を開催
●大学院環境学研究科



　高等教育研究センターは、７月31日（木）、第42回客員教
授セミナーを、文系総合館において開催しました。
　このセミナーは、高等教育研究の第一線で活躍する方々
を客員教授として招へいして行われているもので、今回
は、佐藤浩章愛媛大学准教授を迎えて、「FD マップの開発
とその活用方法」をテーマに実施されました。

　FD（ファカルティ・ディベロップメント）の実施が法制
的義務化されたことを受け、各大学では多様な内容の FD
が実施されています。セミナーでは、同准教授らが開発し
た FD マップについて、詳しい説明がありました。全国の
11大学のＦＤプログラムを、その対象からミクロ（教員を
対象とした授業改善）・ミドル（学部長、教務委員を対象と
したカリキュラム改善）・マクロ（管理職を対象とした組
織改善）の３つに分類し、さらに、フェーズ別（I：導入、
II：基礎、III：応用、IV：指導）に段階づけました。各セ
ルには、目標、方法、評価方法が記されています。これに
より、当該組織がＦＤを通して、何を目標としているのか、
その目標達成のために相応しい方法は何か、また、強化す
べき活動が何かをチェックできるというものです。
　参加者からは、「ＦＤマップは能力開発にも使うことが
出来るが、人事評価に活用される可能性がないか」、「自己
点検評価になり、動態的な活用が可能ではないか」等の意
見が出され、活発な議論が交わされました。
　同センターでは、ほぼ毎月、高等教育研究関連のセミ
ナーを実施しており、詳細は、同センターホームページ
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp でご覧になれます。

　環境学研究科の地震工学・防災グループは、８月11日
（月）、開発を進めてきた統合型地震応答体験環境「BiCURI
（ビックリ）」をマスメディアに公開しました。
　東海・東南海地震などの地震災害に備えて、住民が建物
の耐震化や室内の安全性向上を行い、さらに地震時の対処
行動を確認することは大変重要ですが、そのためには、自

宅や職場などが大地震でどのような揺れ方をするのか、実
感・納得することが有効です。同グループではこれまでに、

「地域防災力向上シミュレータ」や、耐震化の重要性を伝
える各種の振動教材を開発してきました。同装置はそれら
を統合し、実際の揺れや室内状況を体感できるようにした
ものです。
　同装置の水平２次元振動台は、人間が搭乗して実際の地
震の揺れを体感できるものです。従来の大型振動台を上回
る３m ×１m のストロークをもち、建物の上階の大きな
揺れも再現できます。体験メニューとして、兵庫県南部地
震や新潟県中越地震などの最近の主要な地震や、将来の東
海・東南海連動の地震について、地面や建物の揺れが準備
されています。また正面の映像は振動台の２次元の揺れに
合わせて左右・前後に動き、室内の家具転倒の様子や窓外
の景色などが映し出されます。
　この装置は環境総合館４階の地域防災交流ホールに設置
されており、地域の防災力向上のための活動に利用される
予定です。詳細は以下のウェブページをご覧ください。
http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/BiCURI/
aboutBiCURI.html
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セミナーの様子

公開デモの様子
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第42回客員教授セミナー「FDマップの開発とその活用方法」を開催
●高等教育研究センター

地震の揺れの体験装置を開発・公開
●大学院環境学研究科



　博物館は、８月８日（金）、博物館野外観察園において、
中学生・高校生向けの実習「葉っぱの上の謎の部屋、『ダ
ニ室』から進化を探ろう」を開催しました。これは、科学
研究費補助金を受けて進められている研究について子ども達
にも知ってもらうために日本学術振興会が実施する「ひらめき
☆ときめきサイエンス」の一つとして行われたものです。

　今回のテーマは、植物がつくる不思議な器官「ダニ室」
です。植物は花びらやトゲなど多様な器官を発達させてき
ましたが、中にはその機能が未知である器官もあります。

「ダニ室」もそのひとつで、中にダニがいることが多いの
ですが、何のための器官なのか特定されていません。
　25名の参加者は、自己紹介の後、さっそく葉のダニ室を
見ながら、講師の説明を聞きました。その後、実体顕微鏡
でさまざまな植物のダニ室を覗き込み、その形の多様性
と、中にいる生物を観察しました。さらに、様々な植物を
採集し、ダニ室の有無や中の生物を比較しながら観察しま
した。そして、限られた時間内の観察でしたが、ダニ室の
ある葉の方がない葉よりダニが多いという結果を得て、ダ
ニ室がダニとの共生器官である可能性等について考察しま
した。
　併せて、大学院生と若手研究者による研究発表などもあ
り、予定時間があっという間に過ぎました。参加者から、

「もっと長く実習したい」という声があがるほど、会場は
熱意にあふれていました。「ぜひ研究者になりたい」と話
す参加者もおり、大学の研究が子供達の夢につながったと
いう手応えの残る機会となりました。

　附属図書館は、７月23日（水）から25日（金）の３日間、国
立情報学研究所との共催により、学術ポータル担当者研修
を実施しました。
　５回目となる今年度は、テーマを「機関リポジトリの構
築」とし、機関リポジトリを企画・運用する担当職員に必
要となる知識・技術を修得することを目的として開催され

ました。研修プログラムの作成には、国立情報学研究所と
大学が連携して進める「次世代学術コンテンツ基盤共同
構築事業」の一環として活動する連携組織である Digital 
Repository Federation（略称 DRF ＝ダーフ）が協力し、
工夫をこらした内容となりました。
　全国の国公私立大学等から集まった30名の参加者は、あ
らかじめ提出した自機関の状況により５つにグループ分け
され、仮想大学で「来年４月に、ある程度のコンテンツを
備えた機関リポジトリを正式公開する」ことを想定したプ
ロジェクトチームとしてプランニングの実習を行いました。
　研究者から見た機関リポジトリ、先行機関の事例報告、
国立情報学研究所の支援戦略などの講義や、先行機関所属
講師の経験に基づく実践的演習ののち、各グループは研修
内容をふまえて最終的なプレゼンテーション資料を作成
し、教授会や理事会メンバーに扮した講師陣を前にロール
プレイ形式の発表会を行い、アドバイスを受けました。
受講者は意欲的に取り組み、各機関で機関リポジトリ構築
を推進するための実践的な研修となりました。
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虫眼鏡で葉っぱをのぞき込む参加者

発表会の様子
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ひらめき☆ときめきサイエンス「葉っぱの上の謎の部屋、『ダニ室』から
進化を探ろう」を開催
●博物館

学術ポータル担当者研修を実施
●附属図書館



　博物館は、７月25日（金）、26日（土）、29日（火）、８月12
日（火）、「ミクロの探検隊」を、初回は日進市との連携、
その他の回は、JST 地域科学技術理解増進活動推進事業地
域活動支援の助成により開催しました。
　小学５年生から高校生までを対象としたこの行事には、
各回、多数の応募から選ばれた20～25名が参加しました。

　初回の「レーベンフックの顕微鏡を作ろう」では、ペッ
トボトルの顕微鏡を作製しました。参加者は、苦労の末、
キャップの真ん中に直径2mm のガラスビーズ（レンズ）
をはめて、顕微鏡を完成させました。
　「ムシを拡大しよう～はたらきと形」では、昆虫を採取
し、電子顕微鏡試料を作製しました。日立ハイテクノロ
ジーズより長期無償貸与中の電子顕微鏡で見る昆虫の姿
は、人間の目で見る形とは随分異なり、参加者はミクロの
不思議な世界に感嘆の声をあげていました。また、撮影し
た写真でポストカードを作成しました。
　「ホウサンチュウの形の不思議」では、最初に、水谷伸治郎
本学名誉教授から放散虫について説明がありました。用意
された微化石放散虫は、一見、粉末のようでしたが、実体
顕微鏡で観察すると全く別のものに見えました。また、面
相筆でそっと試料台にのせ、電子顕微鏡で観察すると、更
に不思議な世界が広がりました。
　どの回も、スタッフに顕微鏡の使い方を習いつつ、参加
者それぞれが熱心に取り組んでいました。動植物等の形態
を光学顕微鏡、電子顕微鏡で観察することにより、知的好
奇心を触発することができたようです。

　博物館は、８月９日（土）、10日（日）の両日、第２回地球
教室「砂金を見つけよう！」を開催しました。
　地球教室では、子ども達だけではなく、親御さんにも自
然への興味を持ってもらうため、小学３年生から中学３年
生とその保護者を参加対象としており、190名以上の応募
者から抽選で決定された30名が参加しました。

　初日は博物館において、２時間ほど「金の性質」に関す
る学習と砂金のパンニング（砂の中から砂金をより分ける
作業）の練習を行い、２日目は岐阜県高山市の河原で、前
日の学習をもとに砂金を参加者自身が探しました。一言で

“砂金を探す”と言っても、実際にはそれほど簡単ではな
く、前日に学習した「金の性質」である『金は他の鉱物よ
り重い』ことをよく考えて、砂金の溜まりやすいところを
狙うのがコツです。
　河原では、至るところで、親子であれこれと議論しなが
らパンニングを行う姿が見られ、普段はできないような科
学的会話を楽しんでいたようです。また、子どももさるこ
とながら、むしろ親の方が熱中してしまうこともあり、「親
にも自然への興味を持ってもらう」試みは成功したと言え
ます。時間の制約もあり２時間ほどで砂金探しを切り上
げ、参加者の半分くらいが砂金を取ることができました。
　博物館では、今後もこのような親子対象の自然体験教室
を実施していく予定です。
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電子顕微鏡の画像を観察する参加者

２日目の砂金探しの様子
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「ミクロの探検隊」を開催
●博物館

第２回地球教室「砂金を見つけよう！」を開催
●博物館



記事 月日 新聞等名

1 ツインマザーズクラブ手をつなぐネットワーク集会８月３日開催：浅野みどり・医学部保健学科教授 � 7.16（水） 中日（朝刊）

2 第２回地球教室「砂金を見つけよう！」８月９､10日開催 � 7.16（水）
� 7.18（金）

毎日（朝刊）
読売

3 理学研究科・名古屋市科学館共催　第17回　公開セミナー「天文学の最前線～元素から生命へ～」23～25日開催 � 7.16（水） 毎日（朝刊）

4 愛知県、名古屋市、岐阜県が提案するものづくり技術開発構想が、文部科学省の推進する「平成20年度知的クラス
ター創成事業」に採択される　本学、名古屋工業大学が企業と連携し、自動車や航空機の精密部品や加工技術の開
発を目指す

� 7.17（木）
� 7.18（金）

日経（朝刊）
中日（朝刊）

5 本学、芝浦工業大学などが共同で、微量な物質の成分検査などに使う携帯型ディスペンサー（液体定量吐出装置）
を開発　

� 7.17（木） 日刊工業

6 コンテンツ産業隆盛の中で：藤木秀朗・文学研究科准教授　横断的な視覚文化研究を　 � 7.17（木） 朝日（夕刊）

7 本学は09年度から新入生全員を対象に、英語の習熟度によるコース別の教育を開始 � 7.18（金） 日刊工業

8 第41回「医学研究助成」に近藤孝晴・総合保健体育科学センター教授と平敷安希博・医学部附属病院助教が採択さ
れる

� 7.18（金） 毎日（朝刊）

9 故・戸塚洋二・東京大学特別栄誉教授の研究の裏付けを進めている丹羽公雄・理学研究科教授は、「戸塚さんがやり
残した仕事は最後までやり遂げなければならないし、できると思う」と話す

� 7.18（金） 朝日（朝刊）

10 本学などが加わる国際チームが、貯蔵穀物を食い荒らす害虫コクヌストモドキの全遺伝情報を解読 � 7.18（金） 朝日（朝刊）

11 紙上診察室：寺西正明・医学系研究科講師　先天性耳ろう孔　細菌感染繰り返すなら摘出手術を � 7.18（金） 中日（朝刊）

12 平成20年度�名古屋大学�トータルヘルスプランナー市民公開講座�「尿失禁を知って、はつらつ人生」８月２日開催：
特別講演　後藤百万・医学系研究科教授　「尿失禁医療は今」

� 7.18（金） 中日（朝刊）

13 シンポジウム「中国農村・農民問題と食糧危機　中国農村の現実から考える」21日開催：田中重好・環境学研究科
教授

� 7.18（金）
� 7.27（日）

中日（朝刊）

14 名古屋大学英文学会公開講座サマーセミナー「テクスチュアル・ハラスメント－文学批評を批評する試み」18日開催 � 7.18（金） 読売

15 愛知県弁護士会法科大学院特別委員会シンポジウム「体験ロースクール～ロースクールではどんな授業をしている
の～」23日開催：千葉惠美子・法学研究科教授

� 7.19（土） 中日（朝刊）

16 金岡雅浩・理学研究科助教らのグループが、シロイヌナズナの突然変異体の研究で表皮の気孔の形成を制御する
２つのたんぱく質を発見

� 7.19（土）

� 7.21（月）

中日（朝刊）
毎日（朝刊）
日刊工業

17 中日新聞を読んで：中西久枝・国際開発研究科教授　ポストブッシュの新秩序 � 7.20（日） 中日（朝刊）

18 本学と大阪バイオサイエンス研究所が、視覚の情報を脳へ効率よく伝えるために必要なたんぱく質を発見 � 7.21（月） 中日（朝刊）
他３社

19 本学は「G8（主要８カ国）大学サミット」で、十数年前からゴミの分別と再利用を徹底し、名古屋市のモデルに
なったことを紹介する

� 7.21（月） 朝日（朝刊）

20 本学と東京大学の研究グループは、樹齢約2000年の屋久杉の調査から、気候変動に太陽活動が大きく影響している
ことを突き止める

� 7.21（月）
� 7.22（火）
� 8.� 7（木）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）
日刊工業

21 名大サロンの主役：大澤俊彦・生命農学研究科教授　抗酸化物質　健康に生かす � 7.22（火） 中日（朝刊）

22 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　名チャリ　３ � 7.22（火） 中日（朝刊）

23 朝日カルチャーセンター：渡邊誠一郎・環境学研究科教授　「〈夏休み特別講座〉惑星の誕生、生命の誕生」、小澤実・
グローバル COE 研究員　「ヴァイキングの故郷とその美術」

� 7.22（火）
他

朝日（夕刊）
朝日（朝刊）

24 「脱温暖化2050なごや戦略」の初会合で竹内恒夫・環境学研究科教授が、太陽光発電の導入や都市機能の集約化な
どによって CO2削減を実現する試案を提案する

� 7.23（水） 毎日（朝刊）

25 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀の創造」　高校生講座「小柴教室」22日名城大学附属高校で開催：伊
藤好孝・太陽地球環境研究所教授や本学大学院生の指導で、高校生が自分たちで組み立てた「豆カミオカンデ」を
使って宇宙線ミュー粒子を検出

� 7.23（水） 読売

26 名古屋大学・東海テレビ連携　東山の杜（もり）が思索を深める！「名古屋大学　学びの秋講座」開催：一般受講
者募集

� 7.23（水） 中日（朝刊）

27 平野眞一総長が大相撲名古屋場所で取り組む舛名大の応援に駆けつける　総長の応援のおかげで寄り切り、白星を
勝ち取る

� 7.24（木） 中日スポーツ

28 シンポジウム「環境問題の核心とは何か」８月１日開催：佐野充・環境学研究科教授　「燃料電池は本当に使える
か？」、神沢博・同研究科教授　「地球の気候変化に関する科学的理解の現状」

� 7.24（木） 中日（朝刊）

29 本学は９月にカンボジア・プノンペンに「名古屋大学日本法教育研究センター」を設置　本学から講師を派遣し、
日本語による日本の法律教育を行う

� 7.25（金） 日刊工業

30 ウェブ時代の新聞の役割は：大屋雄裕・法学研究科准教授　「正しさ」の検証を手助け � 7.25（金） 朝日（夕刊）
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31 科学技術交流財団の共同研究推進事業「成果発表会」14日開催：北川邦行・エコトピア科学研究所教授　「省エネ
薄膜型照明パネルの開発」

� 7.26（土） 中日（朝刊）

32 本学　2009年の入試要項発表 � 7.26（土）
� 8.12（火）

中日（朝刊）

33 名古屋大学法科大学院　2009年度の募集概要 � 7.26（土） 日経（朝刊）

34 叙位叙勲：従四位瑞宝中綬章　関　一彦・理学研究科教授　 � 7.26（土） 中日（朝刊）
読売

35 訃報：佐尾和夫・本学名誉教授 � 7.26（土） 中日（朝刊）
朝日（夕刊）

36 本学は細胞医療の実用化を支える医療機器開発のため、政府が新設した「先端医療開発特区」に申請 � 7.29（火） 中日（朝刊）

37 増やす挑む R&D：本学の過去１年の間に新たに結ばれた産学連携協定は、ブラザー工業（ナノテクノロジー）と
INAX（燃料、環境など）

� 7.29（火） 日刊工業

38 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀の創造」９～11月開催：科学フォーラムナゴヤ「地球環境問題－ノーベ
ル賞科学者からのメッセージ」10月18日開催　野依良治・本学特別教授らが講演　コーディネーターは巽　和行・
物質科学国際研究センター教授

� 7.29（火） 読売

39 丹羽公雄・理学研究科教授らが開発した写真乾板を応用し、田中宏幸・東京大学特任助教らが、ミュー粒子を使っ
て火山内部を見ることに成功　山岡耕春・環境学研究科附属地震火山・防災研究センター教授は、「火山の内部を直
接見る画期的な方法だ。地平線より下が見えないなどの制約はあるが、これからいろいろなことがわかってくるだ
ろう」と話す

� 7.29（火） 中日（夕刊）

40 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　名チャリ　４ � 7.30（水） 中日（朝刊）

41 教員採用試験をめぐる文部科学省の実態調査について、中嶋哲彦・教育発達科学研究科教授は「大分県のような状
況を生み出した本質的な原因を解明せず、対策の公表だけで終わった印象だ。面接時に出身大学がわからないよう
にすることが必要であり、さらに採用試験では適切でない出題もある。出題内容を外部の第三者が評価できるよう
にするべきだ」と話す

� 7.30（水） 中日（朝刊）

42 大学フェア2008　８月５日吹上ホールで開催：全国主要大学177校参加　杉山寛行・副総長が「名古屋大学入試の
ポイント」を講演

� 7.30（水） 中日（朝刊）

43 ノーベル平和賞を受賞した故・佐藤栄作元首相が、受賞演説で核兵器先制不使用を目指す核保有国会議を呼び掛け
たいとした提案を、当時の米国務長官に拒絶されていたことが米公文書から判明　春名幹男・国際言語文化研究科
教授が文書を発見、入手　経緯を分析した論文が「月刊現代」９月号に掲載される

� 7.31（木） 中日（朝刊）

44 ライフトピア・シンポジウム「高齢期の生活習慣病」第２回「暮らしの中で健康づくり」８月31日開催：山田純生・
医学部教授　「血管から見る加齢と健康」

� 7.31（木）
� 8.� 5（火）

朝日（朝刊）
日経（夕刊）

45 「緑茶と健康フォーラム　緑茶の魅力再発見」：後藤秀実・医学系研究科教授　「特定健診制度と生活習慣病予防」 � 7.31（木） 中日（朝刊）

46 老年学：愛知淑徳大学教授・井口昭久・本学名誉教授　老人　真の自由獲得 � 7.31（木） 朝日（朝刊）

47 本学と高輝度光科学研究センターは、カーボンナノチューブの内部に極細のナノワイヤを合成することに成功 � 7.31（木）
� 8.� 1（金）
� 8.� 4（月）

中日（夕刊）
日刊工業
毎日（朝刊）

48 本学、国立天文台、米ハーバード大学の日米研究チームは、宇宙最初の星が約134億年前に誕生したことをシミュ
レーションで解明

� 8.� 1（金）

� 8.� 2（土）
� 8.� 8（金）

中日（朝刊）
他２社
毎日（夕刊）
朝日（朝刊）

49 生物多様性を解く�COP10ナゴヤへ：武田穰・産学官連携推進本部教授　責任と救済　誰が負うか � 8.� 1（金） 中日（朝刊）

50 平成20年度ナゴヤ・シティ・カレッジ　サマースクール受講生募集（名古屋市選挙管理委員会主催）：21日の講師
は小野耕二・法学研究科教授　「日本の政治を考える　福田政権下での政治を踏まえて」

� 8.� 1（金） 中日（朝刊）

51 いっしょに学ぼう：本　秀紀・法学研究科教授　憲法を学ぶことによって、社会が抱えている見えなかった問題が
見えてくる

� 8.� 2（土） 朝日（朝刊）

52 本学は国際的に通用する環境分野のリーダー育成のため、「国際環境人材育成プログラム」を来年度設置 � 8.� 3（日） 中日（朝刊）

53 原水爆禁止2008年世界大会が２日開幕　広島市で開かれた国際会議では沢田昭二・本学名誉教授が「核廃絶はアメ
リカでも強まっている」とあいさつする

� 8.� 3（日） 中日（朝刊）

54 本学・東京大学・電気通信大学の研究チームは、鉄とヒ素を含む新タイプの高温超伝導物質が電気抵抗ゼロになる
仕組みを解明

� 8.� 4（月） 日経（朝刊）

55 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　偽善エコ？　１ � 8.� 4（月） 中日（朝刊）

56 おやこ科学教室　星と宇宙編３日開催：福井康雄・理学研究科教授　 � 8.� 4（月） 中日（朝刊）

57 宮尾克・情報連携基盤センター教授らの研究グループは、放射線を直接浴びた量が少ない極低線量被爆者でも、被
爆していない人よりがんによる死亡リスクが高いことを疫学調査で突き止める

� 8.� 4（月）
� 8.� 5（火）

毎日（朝刊）
読売
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58 「俺流マナー」はなぜ生まれるのか　「他人を見下す若者たち」の著者である速水敏彦・教育発達科学研究科教授は、
「自分の基準を『正しいもの』として相手を批判することで、強い立場や安心感を得ようとしているのではないか」
と分析する

� 8.� 4（月） 日経（夕刊）

59 中尾昭公・医学系研究科教授が、タイをはじめ東南アジアで消化器外科のレベルアップに取り組んできたことが高
く評価され、タイ王立外科学会の名誉会員になる

� 8.� 5（火） 読売

60 訃報：酒井恒・本学名誉教授 � 8.� 5（火） 朝日（朝刊）
他３社

61 医学部附属病院とピープルスタッフが共同で、離職中の看護師の再就職支援講座「名大ハローナースプラン」を10
月１日から開講

� 8.� 6（水） 中日（朝刊）
他３社

62 高エネルギー加速器研究機構の大型加速器「Bファクトリー」の国際実験グループ（代表・飯嶋徹・理学研究科准
教授）が、新種の「エキゾチック粒子」が存在する可能性を示す実験結果を得る　

� 8.� 6（水） 日刊工業

63 第14回博物館企画展「計算機シミュレーションで解き明かされる世界－計算科学の最前線－」19日～９月27日開催 � 8.� 6（水） 毎日（朝刊）

64 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　価格を決める政治の介入 � 8.� 6（水） 中日（朝刊）

65 第４回全国大学対抗将棋大会で本学は２位　 � 8.� 6（水）
� 8.� 7（木）
� 8.� 8（金）

毎日（朝刊）

66 フィールド・ノート：ヒートアイランド対策の一環として、六本木ヒルズに設置されたドライミストと呼ばれる人
工霧について、本学と東京理科大学の研究グループが、300人以上の来訪者にアンケート調査をした結果、91％が
「快適」と回答する

� 8.� 6（水） 朝日（夕刊）

67 本学と愛知銀行が産学連携に関する協定を締結 � 8.� 8（金） 中日（朝刊）
他４社

68 地方自治体のガバナンス研究シンポジウム「分権時代の地方議会改革�－改革派首長からの提言－」23日開催：後　
房雄・法学研究科教授、橋本大二郎・前高知県知事らが地方議会のあり方について意見を交わす

� 8.� 8（金） 中日（朝刊）

69 風向計：家森信善・経済学研究科教授　金融知識普及に全力を � 8.� 9（土） 読売

70 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀の創造」高校生講座　「野依教室」８日理化学研究所で開催：理化学
研究所理事長・野依良治・本学特別教授が「憧れと感動、そして志」を講演

� 8.� 9（土） 読売

71 2008日本数学コンクール・日本ジュニア数学コンクール10日開催　 � 8.� 9（土）
� 8.11（月）

中日（朝刊）

72 ナゾ謎かがく：曽我部正博・医学系研究科教授　生物がどのように重力を感じているか、仕組みを探る � 8.10（日） 日経（朝刊）

73 あすの石油技術　環境と共存：小林敬幸・エコトピア科学研究所准教授　石油産業と省エネ � 8.11（月） 日刊工業

74 環境学研究科の地震工学・防災グループが、建物の高さと地盤に合わせて揺れを再現する地震体験システム「BiCURI
（ビックリ）」を開発　福和伸夫・同研究科教授は「実際の揺れ方を体感することで耐震化を進めてほしい」と話す

� 8.12（火）
� 8.13（水）

読売
中日（朝刊）

75 増子記念病院　ますこ健康開発センター「いきいき健康リフォーム運動教室」公開講座21、28日開催：講師に島岡
清・総合保健体育科学センター教授

� 8.12（火） 中日（朝刊）

76 東海酷暑　安成哲三・地球水循環研究センター教授は、「フェーン現象」が気温を上げていると指摘し、「都市化の
進展でヒートアイランド現象が年々強まり、暑さが厳しくなっている」と分析する

� 8.12（火） 日経（夕刊）

77 楽しむ科学教室（平成基礎科学財団主催）９月27日東京大学で開催：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教
授が「不斉合成～右手形と左手形分子のつくり分け～」を講演

� 8.13（水） 毎日（朝刊）

78 名古屋大学オープンカレッジ「自由奔放！サイエンス－知識・博学への挑戦－」９月６日～09年３月14日開催（全
10回）

� 8.13（水） 毎日（朝刊）

79 「世界ハートの日」名古屋の集い（市民公開講座）　不整脈のQ & A：不整脈の悩みを解決します９月６日開催：
外山淳治・本学名誉教授　「ほとんどの不整脈は怖くない」、児玉逸雄・環境医学研究所教授　「不整脈を見える化す
る」、因田恭也・医学部附属病院講師　「薬だけではない不整脈治療の進歩」

� 8.15（金） 中日（朝刊）

80 本学と東海テレビが共催する「社会人講師力養成講座」の、最終発表会が行われる � 8.15（金） 中日（朝刊）
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【豊田講堂】
全学同窓会総会、ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21
世紀の創造」20 回記念 科学フォーラム名古屋、サイエ
ンスショー「笑顔いっぱい！みんなで環境おもしろ実験
ショー！」及び関連展示、本のリユース市、農産物販売、
名大グッズの販売、名古屋大学出版会刊行物の割引販売、
最先端の研究成果及び教育プログラムの紹介、野外コン
サート

【豊田講堂前芝生広場】
和式馬術部による流鏑馬の実演

【野依記念学術交流館】
テーマ展示「人と地球環境」、市民公開講座「やさしい
痛み学」、写真展示「氷河は語る ― 第三の極地ヒマラヤ」

【附属図書館】
秋季特別展「西洋近代思想と永井文庫―最大多数の最

大幸福を求めて―」、オープンライブラリー、スライド
ショーによる図書館紹介、図書館見学ツアー

【博物館】
第 15 回企画展「伊吹おろしの若者たち―八高創立百年
の歴史から」、走査型電子顕微鏡を使ったミクロの生物
探検ツアー

【IB 電子情報館】
研究成果を展示、トークセッション「CO2 のゼロエミッ
ションを目指して」、「環境触媒シンポジウム―私たちの
環境を守る触媒技術―」、基盤研究公開セミナー「ネッ
トワーク上でグループ学習しよう」

【陸上競技場】
トヨタヴェルブリッツと名大ラグビー部によるラグビー
教室、サッカー元日本代表 井原正巳氏によるサッカー
教室

総務部秘書課
TEL：052-747-6459　　FAX：052-747-6383 E-mail：home-coming@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

詳細につきましては、ホームページ（http://www.nagoya-u.ac.jp/home-coming-day/）をご覧下さい。
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INFORMATION

第４回名古屋大学ホームカミングデイ

地域と大学で考える「人と地球環境」
を10月18日（土）に開催

イベント一覧

お問い合わせ先



開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

８月19日（火）～９月27日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
　　　　　特別講演会
　　　　　13：00～14：30（9/20）
　　　　　10：30～12：00（9/27）
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14回博物館特別企画展
「計算機シミュレーションで解き明かされる世界

 ～計算科学の最前線～」

第89～90回博物館特別講演会
第89回（9/20）� 講演題目：「人体シミュレーション
� 　　　　　 －画像に基づく手術シミュレーション」
� 講 演 者：森　健策（情報科学研究科准教授）
第90回（9/27）� 講演題目：「台風のシミュレーション」
� 講 演 者：坪木和久（地球水循環研究センター准教授）

９月13日～10月18日の毎週土曜（全６回）
場　　所：第４体育館（柔道場）
時　　間：14：00～16：00
定　　員：20名
参加無料、要事前予約

［問い合わせ先］
柔道部部長　瓜谷　章（工学研究科教授）
052-789-3797

柔道寝技教室
内　　容：�高専柔道で培われた三角絞や各種返し技等の高度な寝技テクニック、�

立ち技から寝技への移行技について講習を行います。
指 導 者：二村雄次（柔道部師範、名誉教授）、小川明男（柔道部監督）

９月13日（土）～10月25日（土）
（全８回）
場　　所：野依記念学術交流館

［問い合わせ先］
研究協力部社会連携課　052-788-6144
東海テレビ放送　052-962-2080

学びの秋講座

９月17日（水）、10月24日（金）、
11月17日（月）、12月11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
入場無料

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

第42～45回防災アカデミー
第42回（9/17）
講演題目：「沿岸防災と海岸工学」
講 演 者：水谷法美（工学研究科教授）

第43回（10/24）
講演題目：「世界に拡がる日本の火山監視技術
　　　　　 －火山防災のための国際協力の現場から－」
講 演 者：熊谷博之（防災科学技術研究所主任研究員）

第44回（11/17）
講演題目：「TSUNAMI 文化を世界へ！」
講 演 者：首藤伸夫（日本大学教授 /東北大学名誉教授）

第45回（12/11）
講演題目：「外国人とどうつきあうか？
　　　　　 ～災害時の異文化コミュニケーション（仮）」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

９月17日（水）、10月１日（水）
場　　所：工学部４号館講会議室（9/17）
　　　　　IB 電子情報館２階 IB 大講義室
　　　　　　　　　　　　　　　�（10/1）
時　　間：18：30～20：00
定　　員：200名
受 講 料：一般31,500円、
　　　　　NHK文化センター会員29,400円、
　　　　　高校生無料（全20回）

［問い合わせ先］
NHK名古屋文化センター　052-952-7330

大河講座「ひとの大学」　
第一部・天の巻　われわれはどこから来たのか
講演題目：「ヒトの進化：DNAから見た人類学①」（9/17）
講演題目：「ヒトの進化：DNAから見た人類学②」（10/1）
講 演 者：山本敏充（医学系研究科准教授）

９月20日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：9：30～13：30
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

駅ちかウォーキング（名古屋市交通局主催）
概　　要：地下鉄名城線「茶屋が坂」スタート→東山給水塔→水の丘公園
　　　　　→天満緑道→上野八幡宮→日泰寺→城山八幡宮→桃厳寺
　　　　　→名古屋大学博物館→地下鉄名城線「名古屋大学」ゴール

９月25日（木）
場　　所：工学部 IB 電子情報館
時　　間：10：00～17：00

［問い合わせ先］
工学部・工学研究科総務課総務掛　
052-789-3406

テクノ・フェア名大2008
工学研究科の研究者が保有する研究シーズを広く企業等の方に公開し、
研究内容を理解していただくとともに、企業の方と共に、新規産業の創出
や新規製品の開発を目指すことにより、産学連携の芽を育むための企画
です。

９月27日（土）
場　　所：生命農学研究科附属農場内
　　　　　農業館
時　　間：14：00～16：00
参加無料

［問い合わせ先］
附属農場事務掛　0561-37-0210

生命農学研究科附属農場講演会
講演題目：「田んぼの過去、現在、未来？」
講　　師：土井一行（生命農学研究科准教授）

10月１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）

10月４日（土）
場　　所：中央診療棟３階講堂
時　　間：14：00～16：30
定　　員：100名（先着順）
受 講 料：1,000円

［問い合わせ先］
医学部・医学系研究科総務第一掛
052-744-2423

鶴舞公開講座「高齢化の波を乗り越えろ」
アルツハイマー病、パーキンソン病、褥瘡についての講演会

※要事前申込（申込締切：９月19日）
　申込方法：�受講申込書を郵送または fax でお送りいただくか、お名前・ご住所・

お電話番号を葉書または E-mail にて送付
　申 込 先：〒466-8550　名古屋市昭和区鶴舞町65　
　　　　　　名古屋大学医学部・医学系研究科総務第一掛　鶴舞公開講座担当
　　　　　　fax：052-744-2785　E-mail：iga-soukika@post.jimu.nagoya-u.ac.jp
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月４日（土）
場　　所：医学部保健学科　
　　　　　東館４階大講義室
時　　間：13：00～16：00
定　　員：100名
参加無料

［問い合わせ先］
医学部保健学科学務第二掛
fax：052-719-1506
email：ihogakumu@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

医学部保健学科　市民公開講座　
サクセスフル・エイジング　
健康で豊かに年を重ねるために
講 演 者：玉腰浩司（医学部保健学科教授）、
　　　　　會田信子（医学部保健学科准教授）、
　　　　　榊原久孝（医学部保健学科教授）
講演内容：
　13：00～13：50　生活習慣病とその予防
　14：00～14：50　江戸時代の翁媼に学ぶ能老入の生活
　15：10～16：00　介護予防とサクセスフル・エイジング

10月５日（日）
場　　所：大幸キャンパス　
　　　　　東館４階大講義室
時　　間：14：00～16：30
　　　　　（13：30受付開始）
定　　員：220名（事前申込制）
参加無料

［問い合わせ先］
医学部老年情報学寄附講座
（ライフトピア事務局）　052-719-1951

ライフトピア・シンポジウム
高齢期の生活習慣病
講演内容：健やかで健康な長寿のために
講 演 者：島岡　清（総合保健体育科学センター教授）、
　　　　　安藤富士子（愛知淑徳大学医療福祉学部教授）
共　　催：愛知県

10月６日（月）
場　　所：社団法人名古屋銀行協会
　　　　　２階会議室
　　　　　（名古屋市中区丸の内2-4-2）
時　　間：18：00～20：00
入場無料

［問い合わせ先］
経済学研究科附属国際経済政策研究センター
052-789-2361,4941
URL:�http://erc2.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail:ercs@nul.nagoya-u.ac.jp

第８回名大 ERC・キタン会名古屋ビジネスセミナー
講演内容：「グローバリゼーションと不確実性の高まり
　　　　　 －経済・金融の動き－」
講 演 者：奥村洋彦（学習院大学経済学部教授）

10月６日（月）～27日（月）
場　　所：中央図書館４階展示室
時　　間：9：30～17：00
（月～土の展示です。日・祝は展示室は閉室します）

［問い合わせ先］
附属図書館情報管理課庶務掛　
052-789-3667

附属図書館2008年秋季特別展
西洋近代思想と永井文庫　
－最大多数の最大幸福を求めて－

10月７日（火）～11月８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15回博物館企画展
「伊吹おろしの若者たち～八高創立百年の歴史から」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月7（火）～12月９日（火）の毎週火曜日
場　　所：大学院国際開発研究科棟
　　　　　８階多目的オーディトリアム
時　　間：18：30～20：00
受 講 料：7,200円
　　　　　（テキスト・資料代を含む）

［問い合わせ先］
文系事務部総務課総務グループ
国際開発研究科担当　052-789-4952
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/global/
general/doc/seminar2008_application.pdf

公開講座「アジアの新潮流－中国とインド、そして…－」
①10月７日� 中国とインドの経済社会発展比較
②10月14日� 中国の経済改革と格差問題のゆくえ
③10月21日� 中国の金融システム改革のゆくえ
④10月28日� 中国の環境問題のゆくえ
⑤11月４日� インドの経済改革のゆくえ
⑥11月11日� インドの産業発展のゆくえ－ IT と自動車を中心に－
⑦11月18日� インドの格差問題のゆくえ
⑧11月25日� アジア地域のガバナンスのゆくえ
⑨12月２日� アジア地域の農村開発のゆくえ
⑩12月９日� アジア地域の経済連携のゆくえ

10月11日（土）
場　　所：経済学研究科・
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：10：00～12：00

［問い合わせ先］
経済学研究科エクステンション・サービス
（〒464-8601名古屋大学経済学研究科）
Fax：052-788-6197
URL：http://www-oc.soec.nagoya-u.ac.jp/
E-mail：ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学オープンカレッジ・
「自由奔放！サイエンス」
講演内容：「ICT を基盤にした新しい連携医療体制」
講 演 者：水野正明（医学系研究科准教授）

10月15日（水）～11月26日（水）の毎週水曜日
場　　所：博物館講義室
時　　間：10：30～12：00
定　　員：60名（名古屋市生涯学習推進
　　　　　　　　センターにて申込）
参加無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

大学連携キャンパス講座「おもしろ博物学」（全７回）
講 演 者：西川輝昭（博物館長・教授）他
講演題目：「伊勢湾・三河湾から見た海の生物多様性」他

名古屋市生涯学習推進センター主催（博物館専任教員７名によるリレー形式）

10月18日（土）
場　　所：生命農学研究科附属農場内
　　　　　農業館
時　　間：14：00～16：00
参加無料

［問い合わせ先］
附属農場事務掛　0561-37-0210

生命農学研究科附属農場講演会
講演題目：「生活を彩る切り花」
講　　師：山田邦夫（生命農学研究科助教）

10月18日（土）～19日（日）
場　　所：名古屋大学博物館、蒲郡市
時　　間：13：30～16：30（10/18）、
　　　　　� 9：00～17：00（予定）（10/19）
定　　員：30名
対　　象：小学３年生～中学３年生と
　　　　　その保護者
参加費：500円

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第３回地球教室（親子対象フィールドセミナー）
「鉱物をさがそう！」

※要事前申込（申込締切：10月１日）
　申込方法：�往復はがきに、催し名：「第３回地球教室」・ご住所・郵便番号・

参加者全員のお名前（ふりがな）・電話番号・学校名と学年・返信
宛名・この催しを知った方法 をご記入のうえ、以下のあて先まで
お送りください。

　　　　　　〒464-8601
　　　　　　名古屋市千種区不老町　名古屋大学博物館
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月23日（木）～12月28日（木）の毎週木曜日
（全９回を予定）
場　　所：留学生センター　202号室
時　　間：16：30～18：00
対 象 者：名古屋大学生・教職員　
参加無料

［問い合わせ先］
学生支援GP推進室　052-747-6456
http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/gakuso/
meshuttes/

多文化間アートの会
Cross-Cultural Communication Group – “Art”
内　　容：アラビア書道・ブロック制作・コラージュ作成等　会毎に内容が変わります。

10月25日（土）
場　　所：生命農学研究科附属農場
時　　間：10：00～15：00
定　　員：20家族
参加無料

［問い合わせ先］
生命農学研究科附属農場事務掛　
0561-37-0210

生命農学研究科附属農場
農業ふれあい教室
親子農業体験

※要事前申込（申込締切：10月18日）
　申込方法：�ご氏名・学校名・学年・参加保護者名・連絡先（住所・電話・FAX）を明記のうえ、�

葉書、FAX またはメールでお申し込みください。
　申 込 先：〒470-0151　愛知郡東郷町大字諸輪字畑尻94
　　　　　　名古屋大学大学院生命農学研究科附属農場事務室
　　　　　　FAX 0561-38-4473　メール hasegawa.yoshihiro@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

10月25日（土）、11月１日（土）
場　　所：理１号館509号室
定　　員：40名

［問い合わせ先］
小林亮一教授　052-789-2432

平成20年度数学公開講座
数学とその応用に興味を持つ一般社会人、高校生及び高校教員を対象と
した公開講座です。
テ ー マ：「数学が問題にしたこと」
講　　師：洞　彰人（多元数理科学研究科教授）、
　　　　　小林亮一（多元数理科学研究科教授）

10月26日（日）
場　　所：大幸キャンパス　
　　　　　東館４階大講義室
時　　間：14：00～16：20
　　　　　（13：30受付開始）
定　　員：220名（事前申込制）
参加無料

［問い合わせ先］
医学部老年情報学寄附講座
（ライフトピア事務局）　052-719-1951
http://133.6.53.207/hp/08019.pdf

ライフトピア講演会
「出会いとつぶやきのホッとカレッジ」

第２回「健やかなまち」
－多世代の出逢いと交流の居場所づくり事業―
講演内容：「まちは人と人　心と心がつくるもの　
　　　　　 超高齢社会のまちを考える」
講 演 者：林　秀樹（NPO法人 TOMネット代表理事）
講演内容：「ほっとな居場　　所で育む　地域とあなたの健康」
講 演 者：大西丈二（医学部老年情報学寄附講座准教授）
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豊 田 講 堂２階 ギャラリー 
において開催された名大祭
絵画展の様子（美術部）

（平成20年６月７日）

イベントカレンダー



１　�第１回卒業生（工科２組＝第２部甲２組）記念写真
　　（1911年、大学文書資料室所蔵）
２　�戦時期の八高関係資料（1940～42年、大学文書資料室所蔵）
３　�理科６組のクラス日誌（1943～44年、大学文書資料室所蔵）

２ １

３

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。
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　戦前の旧制高等学校は、現在の高等学校とは異なり、少
数のエリートを養成する学校でした。時期によって制度が
変わりますが、おおむね16～17歳で入学、３年後に19～20
歳で卒業して大学へ進学します。これは年齢的にも、大学
で高度な教育をうける準備という意味でも、現在の主に大
学１、２年生を対象とする教養教育に相当します。
　そして、戦後の学制改革で新制名古屋大学に包括され、
教養部の母体となった第八高等学校（八高）は、名大教養
教育の源流といえます。教養部は1993（平成５）年に廃止さ
れましたが、現在は教養教育院の下、全学の教員が全学教
育科目の講義をおこなっています。
　大学文書資料室では、八高に関する多くの資料を所蔵し
ています。資料室が独自に収集したもののほか、前号でも
ふれたように、３年ほど前から八高会を通じて、卒業生の
方々から約580点もの貴重な資料の寄贈をうけました。八
高は、いわゆるナンバースクールの１つとして、旧制高校

の中でも古い歴史を持ち、高い格式と教育水準をほこって
いました。これらのコレクションは、名大の歴史を語るだ
けではなく、日本の高等教育史を語る貴重な資料群でもあ
ります。
　今年、大学文書資料室では、博物館との共催により、ホー
ムカミングデイをはさむ10月７日から11月８日にかけて、
八高の歴史をその学生生活を中心にふりかえる企画展示を
おこないます。会場は博物館です。
　そこでは、資料室所蔵の八高資料のうち、特に貴重なも
のを厳選して展示します。さらに、名古屋市博物館にも八
高に関する資料が所蔵されていますが、今回はこれらを同
館から借用して展示する予定です。
　今回の企画展示により、今年の八高創立100周年を記念
すると同時に、来年の名大創立70周年記念事業を盛り上げ
る一助とできればと思います。

名大教養教育の源流を語る八高資料
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