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次期本学総長候補者に濵口道成医学系研究科長・教授が選出される

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」を開催

第３回名古屋大学インターナショナルアドバイザリーボードを開催

４つの部局附属施設を設置

平成20年度名古屋大学地震防災訓練を実施

山本理事が日中環境協力国際セミナーに出席

山本理事が第３回材料電磁プロセシング夏の学校に出席

大学院留学生特別コース学位記授与式を挙行

安城市立祥南小学校において防災学習を実施

「ミネソタ大学における国際化推進と留学生支援」セミナーを開催

第20回経営協議会を開催

平成20年度名古屋大学新規採用職員フォローアップ研修を実施

●学生の元気

放置自転車活用型共有自転車「名チャリ」プロジェクト

山下　裕介（大学院環境学研究科社会環境学専攻　博士課程前期課程２年）

●知の先端

低熱抵抗カーボンナノチューブ／SiC 放熱材料を開発

（カーボンナノチューブの新用途展開へ）

乗松　　航（エコトピア科学研究所助教）

楠　美智子（エコトピア科学研究所教授）

●教育のデザインとプラクティス

クリエイティビティの在処

池側　隆之（大学院国際言語文化研究科准教授）

●知の未来へ

持続可能な成長体制とは何か―制度の視座から考える

藤田　真哉（大学院経済学研究科講師）

●部局ニュース

テクノ・フェア名大2008　－創造する・開発する・進化する－を開催

教育学部附属学校説明会を実施

講演会「小林・益川の理論とは？」を開催

平成20年度名古屋大学鶴舞公開講座「高齢化の波を乗り越えろ」を開催

ライフトピア・シンポジウム「高齢期の生活習慣病」

第３回「健やかで豊かな長寿のために」を開催

医系研究棟２号館及び保健学科本館記念式典及び祝賀会を挙行

献体者の冥福を祈り解剖弔慰祭を挙行

市民公開講座「やさしい痛み学」を開催

外国人留学生日本語研修コース及び日本語・日本文化研修コース開講式を挙行

目録システム地域講習会を実施

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―」を開催

第89回、第90回博物館特別講演会を開催

駅ちかウォーキングを実施

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成20年９月16日～10月15日

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

昭和30年代の名古屋大学　―ノーベル賞受賞者を生んだ時代―
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　平野眞一総長の任期が平成21年３月
31日をもって満了することに伴い、名
古屋大学総長選考会議は、10月５日

（日）、次期総長候補者の選考を行い、
濵口道成医学系研究科長・教授を次期
総長候補者に決定しました。
　次期総長候補者の選考にあたって
は、10名の推薦人によって推薦された
９名の候補者について７月８日（火）に
第１次投票を実施した上で、第２次候
補者となった５名の候補者について、
８月19日（火）に口頭による所信表明、
９月12日（金）に専任の役員及び教員に
よる第２次投票を行いました。

　第２次投票では、第３回目の投票で
濵口研究科長が有効投票数の過半数と
なる616票を獲得し、９月16日（火）開
催の教育研究評議会において投票結果
が報告されました。
　総長選考会議では、第２次投票の結
果及び候補者から提出された大学運営
に関する文書等に基づき審議した結
果、満場一致で濵口研究科長が選出さ
れました。
　濵口研究科長は、総長選考会議後に
行われた記者会見において、「地球温
暖化、資源枯渇、超高齢社会等の問題
を抱える時代を迎えているが、日本の

資源は人間しかなく、日本の未来を切
り開く人材を育成できる大学として発
展させたい」、「国際的な評価に堪えう
る教育を進めること、学生が自己変革
を図れるチャンスを提供することを考
えていきたい」、「人文科学や宇宙・生
命の本質の解明などの長いスパンで日
本を支える人材の育成が弱くなってお
り、基幹大学としてそういう分野も
守っていきたい」などと抱負を語りま
した。
　なお、新総長の任期は、平成21年４
月１日から平成27年３月31日までの６
年間となります。
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総長選考会議後の記者会見の様子 記者会見後に報道各社からの質問に答える濵口研究科長（右）
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　第４回名古屋大学ホームカミングデイが、10月18日
（土）、東山キャンパスにおいて、全学同窓会との共催によ
り開催されました。当日は、晴天で初夏を思わせるような
陽気となり、また、本学関係者３名のノーベル賞受賞決定
のニュースに注目が集まったこともあり、同窓生、学生の
ご家族や近隣住民の方々を中心に、4,500余名もの参加者
がありました。
　昨年度は、豊田講堂改修竣工式・同竣工記念ホームカミ
ングデイとして２月２日（土）に開催しましたが、今年度
は、例年どおり開催時期を秋とし、大学の強力な支援者で
ある卒業・修了生、学生、学生のご家族、地域の方々等を
対象に、地域と大学で考える「人と地球環境」をメインテー
マとし、本学の教育・研究の活動状況やすぐれた成果を紹
介するとともに、本学構成員との交流の場を提供し、地域
との緊密な連携の強化及び知識基盤社会の中核として地域
貢献の使命を果たすことを目的として開催しました。来場
者には記念品として、名大ロゴマーク入りのペットボトル
ホルダーが配布されました。

　また、当日の運営には学生も加わり、名大祭本部実行委
員会や陸上部、サッカー部、ラクビー部をはじめとする体
育会、また、環境サークル Song Of Earth に所属する多く
の学生の協力のもと、教職員と力を合わせて総合案内、会
場整理などにあたりました。

■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
　読売新聞社と NHK が主催する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
屋が豊田講堂において開催され、「地球環境問題－ノーベ
ル賞科学者からのメッセージ」をテーマに、物理学賞を受
賞した江崎玲於奈横浜薬科大学長、化学賞を受賞したドイ
ツのパウル・クルッツェン　マックスプランク研究所名誉
教授、野依良治特別教授・理化学研究所理事長の３名を基
調講演者として招待し、コーディネーターを巽物質科学国
際研究センター長が務めました。
　フォーラムでは、読売新聞東京本社の白石興二郎調査研
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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」を開催



究本部長のあいさつに続いて基調講演が行われ、野依特別
教授は、冒頭で今年のノーベル賞受賞者を紹介し、日本人
受賞者４名のうち３名が本学関係者であったことを大変嬉
しく誇りに思うと述べた後、環境と科学技術の関係につい
て講演しました。クルッツェン名誉教授は、オゾン層の破
壊が進んでいる現状を解説し、また、江崎学長は、研究者
を取り巻く環境についての日米の違いについて説明しまし
た。その後、コーディネーターの巽センター長を交えてパ
ネルディスカッションが行われ、会場の方との質疑応答で
は、「ノーベル賞を受賞するにはどんな子育てをすればよ
いのか」といったユニークな質問もあるなど、パネリスト
の回答に会場が大いに沸く場面がありました。
　参加した本学関係者や市民の方々など約950名は、ノーベ
ル賞受賞者が目の前で繰り広げる議論に最後まで熱心に耳を
傾け、地球環境問題への関心を高める契機となりました。
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ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム
１　開会あいさつをする白石調査研究本部長
２　会場の様子
３　基調講演を行う野依博士
４　基調講演を行うクルッツェン博士
５　基調講演を行う江崎博士
６　パネルディスカッションの様子

１ ３ ４ ５

２ ６



■ノーベル賞受賞記念展示
　本学の卒業生である益川敏英博士（特別招へい教授・京
都産業大学理学部教授）と小林　誠博士（高エネルギー加
速器研究機構名誉教授）が2008年ノーベル物理学賞を、本
学の元助教授である下村　脩博士（ボストン大学名誉教授）
が同化学賞を受賞することを記念して、急遽、豊田講堂２
階の展示室において、在学時の貴重な写真や博士論文をは
じめ、今回の受賞理由となった研究を紹介したパネルの展
示を行いました。
　また、受賞発表直後の多忙な中、益川博士と小林博士か
ら、ホームカミングデイへの来場者に対するビデオメッ
セージが届けられ、下村博士からは、電子メールによる
メッセージが寄せられました。これらのメッセージは当
日、豊田講堂ホワイエ階段前において披露され、多くの方
が足を止めて映像やメッセージに見入っていました。
　展示会場では、「小林・益川理論」に関連するDVDの
上映や研究紹介、下村博士の「緑色蛍光たんぱく質」の実
験も行われました。
　午後には、理学研究科が主催する緊急企画として、経済
学部カンファレンスホールにおいて、本学の専門家が解
説する「小林・益川理論」と「緑色蛍光たんぱく質 GFP」
が開催され、今回の受賞対象となった研究についての解説
が行われました。

■テーマ展示「人と地球環境」
　野依記念学術交流館１階ホールにおいて、メインテーマ
である「人と地球環境」に関連した研究を行っている生命
農学研究科、環境学研究科、太陽地球環境研究所、エコト
ピア科学研究所及び地球水循環研究センターを中心に研究
活動の紹介を行いました。
　「人と地球環境」は、本学がここ数年大きな貢献を果た
してきた学問分野であり、「人」、「環境（環境問題）」、「自
然（自然災害）」、「温暖化（地球気候変動）」、「地球」といっ
たカテゴリーごとに、パネル展示や実演を行いました。特
に、「南極観測と地球環境」の研究紹介コーナーでは、昭
和基地付近の氷河から流れ出た氷山の一部で、数百年前の
空気が気泡として閉じこめられている「南極の氷」が、来
場者が直に触れることができるように展示され、多くの方
の興味を惹いていました。
　また、特別展示として、藤田耕史環境学研究科准教授の
協力により、朝日新聞社が撮影した「氷河は語る－第三の
極地ヒマラヤ」が行われました。
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■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！」
　今回のホームカミングデイの特徴として、地域ぐるみの
教育再生を実現するため、未来を担う子どもたちに対する
環境教育を通して、子どもたちの知的好奇心を育み、その
可能性を広げるきっかけの場としての大学の役割を果たす
ことを目的に掲げ、名古屋市環境局職員で環境カウンセ
ラーの森本章夫氏、生命農学研究科の卒業生でエコロジス
トのジョン・ギャスライト氏及びなごや生物多様性アドバ
イザーの長谷川明子氏の３名によるサイエンスショー「笑
顔いっぱい！　みんなで環境おもしろ実験ショー！」をシ
ンポジオンホールにおいて３回にわたり開催しました。
　このサイエンスショーは、主に小中高校生を対象に開催
されたもので、各回とも定員の150名を越える多くの親子
連れが会場に足を運び、楽しいトークとともに会場参加型
の「CO2を食べる？　～サイダーをつくろう！」、「木の水
を吸い上げる力」、「生きもの～命のつながりゲーム」など
と題した実験やゲームを通じて私たちの暮らしと地球環境
について学ぶことを目的にステージが繰り広げられ、毎
回、予定時間を超えて盛り上がりを見せていました。
　また、豊田講堂ホワイエでは、名古屋市環境局の協力に
より2010年10月に名古屋市で生物多様性に関する国際会議

「生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）」が開催さ

れることもあり、「生物多様性について考えよう」と「み
んなでへらそう CO2～なごやエコライフものさし」の関連
展示が行われました。

■トークセッション
「脱温暖化社会を目指して　＝名古屋大学の挑戦＝」
　メインテーマである「人と地球環境」に関連し、日本テ
レビ系の環境特別番組の制作に携わって来られた清水竜史
ディレクターをパネリストに迎え、これまでの番組制作を
通じて集められた様々な映像により、地球の至る所で起
こっている異変について紹介し、林環境学研究科長をはじ
めとする環境学研究科の５名の教員も参加して、砂漠化・
黄砂、大洪水、竜巻などの地球のさまざまな変調、都市構
造、交通などの脱温暖化社会に向けた技術システム、2050
年マイナス80ロードマップ提案などの脱温暖化社会に向け
た政策措置について議論を展開し、温暖化問題を解決する
ために個人ができることは何かについて、考える契機とな
りました。
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１　�益川博士からのビデオメッセージとノーベル賞展示を見る（左から）�
豊田会長、平野総長

２　ノーベル賞展示を見る（左から）平野総長、豊田会長、丹羽会長
３　ノーベル賞展示会場の様子
４　テーマ展示「人と地球環境」南極の氷の展示
５　サイエンスショー　会場の様子
６　サイエンスショー　実験風景
７　会場を巡回する無料シャトルバス

１ ３ ５ ７

２ ４ ６



■多彩な講演会・展示の数々
　テーマに関する講演、展示に加えて、各学部・研究科が
主催する催しが数多く行われました。
　豊田講堂ホワイエでは、グローバル COE プログラム、大
学院教育改革支援プログラムを中心に、最先端の研究成果
及び教育プログラムについての展示が行われ、IB 電子情
報館では、９月25日に工学研究科において開催されたテク
ノ・フェア名大2008で紹介された研究成果の展示に加えて、
同日開催された「環境触媒シンポジウム－私たちの環境を
守る触媒技術－」で講演を行ったトヨタ自動車、日本特殊
陶業、日本ガイシ、東邦ガスによる展示が行われました。
　野依記念学術交流館２階カンファレンスホールでは、環
境医学研究所市民公開講座2008「やさしい痛み学」が開催
され、「がんの痛みは怖くない－がんの痛みのメカニズム
と治療－」をはじめとした講演や質疑応答が行われました。
　附属図書館では、「西洋近代思想と永井文庫－最大多数
の最大幸福を求めて－」と題した秋季特別展と関連講演会、

オープンライブラリー及び附属図書館見学ツアーが開催さ
れました。
　博物館では、旧教養部の前身であり、教養教育の源流で
もある旧制第八高等学校が創立されてから今年で100周年
を迎えることを記念し、大学文書資料室との共催により第
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」が開催され、あわせて、「走査型電子顕微鏡を使っ
たミクロの生物探検ツアー」が実施されました。

■その他趣向を凝らしたイベント
　豊田講堂南側ピロティの販売コーナーでは、今回初めて

「本のリユース市」を実施し、開場前から多くの人の列が
出来ました。附属図書館で不用となった貴重な学術書や珍
しい辞典などが出品され、多くの方に有償あるいは無償で
譲ることができました。
　また、恒例となった生命農学研究科附属農場生産物の販
売、大学生協による名大グッズの販売に加え、今回初めて
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実施した名古屋大学出版会による刊行物の割引販売も、絶
えず多くの人で賑わっていました。
　豊田講堂前庭では、民族舞踊団音舞による公演、名古屋
大学軽音楽部によるジャズコンポ、名古屋大学フォルク
ローレ同好会による演奏会及び名古屋アカペラサークル
JP-act によるライブが開催されました。
　附属図書館隣接グランドでは、和式馬術部による木曽馬
での流鏑馬実演及び木曽馬の体験乗馬会が行われ、会場に
は平野総長、豊田全学同窓会会長をはじめ多くの親子連れ
などが見学に訪れ、緊張感に包まれる中、騎射が行われ（９
射中３的中）、来場者は十分に流鏑馬の臨場感を楽しみま
した。
　陸上競技場では、同窓生の尽力により、午前中にトヨタ
ヴェルブリッツと本学ラグビー部による親子ラグビー教
室、午後にサッカー元日本代表の井原正巳氏による親子
サッカー教室が開催され、事前に申し込みを行い選ばれた
親子が、晴天の中、爽やかな汗を流していました。

■同窓会、保護者対象企画行事
　豊田講堂で行われた全学同窓会総会をはじめ、各学部・
大学院においても同窓会関係行事が行われ、国際言語文化
研究科及び環境学研究科では同窓会発起・設立準備式が開
催されました。
　また、教育・研究をはじめとする大学の取り組みをご理
解いただき、強力な支援者となっていただくため、保護者
対象企画行事を開催し、今年は10部局において、教育目標・
教育課題及び進路・就職状況等に関する説明や教員と保護
者との面談形式での相談会などが、部局毎に趣向を凝らし
た内容で行われました。今回初めて、この保護者対象企画
行事への参加者に大学生協の無料食事券が配布され、日
頃、学生が食べている食事を体験していただく企画が実施
されました。
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１　IB 電子情報館の様子
２　IB 電子情報館を視察する豊田会長
３　本のリユース市の様子
４　学生野外コンサートの様子　豊田講堂前にて
５　流鏑馬
６　親子ラグビー教室
７　親子サッカー教室
８　全学同窓会総会の様子
９　全学同窓会総会　あいさつする豊田会長

１
４

２

３ ５

６ ８

７ ９



　第３回名古屋大学インターナショナルアドバイザリー
ボード（国際諮問委員会）が、10 月２日（木）、名古屋市
内のホテルにおいて開催されました。
　同委員会は、本学の学術研究及び教育の更なる充実・発
展を図るため、本学の研究・教育活動等について総長が諮
問し、国際的水準に照らした評価等に基づく助言・提言を
行うことを目的に設置されたもので、これまでに第１回会
合が平成 18 年２月に、第２回会合が同年 10 月に開催され、
それぞれ高等研究院及び大学院教育に対する「総長への提
言」をいただきました。
　第３回を迎えた今回は、過去２回の提言を踏まえた本学
の取り組みについて現況を報告し、各委員から総括的な意
見をいただきました。
　はじめに、平野総長から歓迎の言葉があった後、山本理
事の司会・進行により同委員会が行われ、午前のセッショ
ンでは、「高等研究院の研究活動の現況と課題」について、
坂神洋次高等研究院副院長から報告があった後、委員との
意見交換等が行われました。
　その後、「グローバル COE 採択研究プログラムの紹介」
について、山本理事からグローバル COE プログラム制度
の説明があり、続いて、６拠点のリーダー等から各拠点に
おける研究活動・人材育成の現況について報告があり、昼
食を挟んで、委員との意見交換等が行われました。
　委員からは、「高等研究院教員の選考や研究評価の際、
世界の中でどのくらいのレベルかを踏まえた上で、評価基
準（ベンチマーク）を明確にすべきである。」、「（高等研究
院で実施しているテニュアトラックのプログラムに関し）
意欲的な取り組みであるが、今後は文系と理系のバランス
及び女性研究者の採用も考慮すべきである。」、「化学、生物、
物理に橋渡しをするような学際的な教育システムに作り変
える必要がある。」といったコメントが出されました。
　午後からは、「大学院教育の現況と課題」について、杉
山理事から報告があり、続いて、「大学院・学部における

教育プログラムの魅力と課題」について、本学独自の６つ
のプログラムを挙げ、それぞれのプログラムに関わる教員
からプログラムの内容、また、大学院学生等からプログラ
ムの経験談、効果等について報告がありました。
　引き続き、委員との意見交換等が行われ、委員からは、

「大学院生に対する経済的支援を充実されたい。」、「どのよ
うに学生の創造力を育てていくかを考えていかなければな
らない。」、「大学イニシアティブのプログラムの経験や海
外派遣の学生の経験を今後どう活かすかを検討されたい。」
といったコメントが出されました。
　続いて、本学の発展に多大な貢献をしていただいた委員
の方々に、総長から感謝状と記念品が贈られ、委員会は終
了しました。
　翌３日（金）には、同委員会委員である李　遠哲博士及び
ロルフ・シュトゥルナー博士を講演者としてお招きし、「名
古屋大学インターナショナルアドバイザリーボードレク
チャー」を、野依記念学術交流館カンファレンスホールに
おいて開催しました。
　はじめに、李博士が、「My years at Berkeley and Harvard 
as a graduate student and a post-doctoral fellow」と題し
た講演を、次に、シュトゥルナー博士が、「Advanced Legal 
Research and World Wide Harmonization of Law」と題した
講演を行いました。
　国際的に著名な研究者の講演を直接聞くことのできる貴
重な機会に、会場は、200 名を超える大学院学生をはじめ
とする若手研究者等で立ち見が出る程の満員となり、メモ
を取るなど熱心に聴講していました。
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プレゼンテーションを聴講する委員ら（左から郷委員，池端委員，李委員）あいさつする平野総長
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第３回名古屋大学インターナショナルアドバイザリーボードを開催



International Advisory Board　委員
郷　通子 博士
　お茶の水女子大学長、名古屋大学経営協議会委員
　内閣府総合科学技術会議議員
Louis J. IGNARRO 博士
　カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授
　1998 ノーベル医学生理学賞受賞
池端雪浦 博士
　東京外国語大学名誉教授（前学長）
　2001 文部科学省科学技術・学術審議会委員 
李　遠哲 博士
　元台湾中央研究院長
　1986 ノーベル化学賞受賞
野依良治 博士
　理化学研究所理事長、名古屋大学特別教授
　2001 ノーベル化学賞受賞
Rolf STÜRNER 博士
　フライブルク大学法学部教授、
　1992 オーストリア・スイス・ドイツ民事訴訟法学会長
Michel ZINK 博士
　フランス学士院会員
　2000 コレージュ・ド・フランス副学長

注：姓名のアルファベット順に掲載。
　　漢字以外の氏名はファースト･ミドル･ラストネームの順に記載

Louis J. IGNARRO博士は公務の都合により欠席されました。
委員会日程　10 月２日（木）
  9：30  開会
  9：45  高等研究院の研究活動の現況と課題
10：15  グローバル COE 採択研究プログラムの紹介
13：45  ディスカッション
14：45  大学院教育の現況と課題
  大学院・学部における教育プログラムの魅力と課題
17：00  ディスカッション
17：30  感謝状贈呈
17：50  閉会

11NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.186

グローバル COE 採択研究プログラムの現況を報告する祖父江教授

教育プログラムの経験を発表する野坂医師

IAB 委員と本学役員ら

活発な議論を交わす委員ら（左から野依委員，シュトゥルナー委員，ザンク委員）



　平成20年10月１日付けで、大学院文学研究科附属日本近
現代文化研究センター、大学院理学研究科附属タウ・レプ
トン物理研究センター、大学院工学研究科附属材料バック
キャストテクノロジー研究センター及び同研究科附属計算
科学連携教育研究センターの４つの部局附属施設が設置さ
れました。
　文学研究科附属日本近現代文化研究センターは、近現代
における日本文化の多様な諸相と諸問題を総合的に分析
し、日本文化の研究体制の統合を目指すとともに、比較文
化思想研究を重点的に行い、視覚文化及びメディア領域に
関する新しい日本研究のビジョンを構築することを目的と
しており、10月８日（水）には、同研究科棟玄関において、
看板上掲式が挙行されました。
　大学院理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター
は、「新しい物理」の追求を目的として、物理解析コンピュータ・
システムを介して国内外の研究結節点の役割を果たし、大
学院学生・若手研究者を積極的に研究組織に組み入れ、最
先端研究を通した国際的教育拠点の形成を図ります。10月
１日（水）には、同センター発足式が挙行され、看板の除幕、
同センターの活動内容の紹介等が行われました。

　大学院工学研究科附属材料バックキャストテクノロジー
研究センターは、環境と人類の調和に向けたバックキャス
ト研究開発理念のもと、材料テクノロジーを進化・発展さ
せ、先導的部材開発を実現する地域密着型の研究開発拠点
形成を行うことを目的としています。バックキャストと
は、未来ビジョンから現在の技術の方向性を決定する手法
のことです。10月６日（月）には、野依記念学術交流館にお
いて、設立記念シンポジウムが開催されました。
　また、同研究科附属計算科学連携教育研究センターは、
コンピュータ利用の計算科学分野の教育研究について学内
外との連携・協力拠点を形成し、優れた若手研究者・技術
者の養成、研究展開、大規模計算に必要となるデータベー
スの構築及び国際連携・企業連携の推進を目指しています。
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文学研究科附属日本近現在文化研究センター看板上掲式の様子

工学研究科附属材料バックキャストテクノロジー研究センター設立記念シ
ンポジウムの様子

理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター発足式の様子
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４つの部局附属施設を設置



　地震防災訓練が、10月９日（木）、東山地区、鶴舞地区、
大幸地区、豊川地区、留学生会館及び国際嚶鳴館において、
実施されました。
　この訓練は、本学構成員の防災意識の高揚を図るととも
に、マニュアルなどに定められた災害発生時の基本的な対
応手順を確認し、対応能力を向上させることを目的とし
て、平成15年度から実施しているものです。今年度の訓練
では、勤務（講義）時間中に、名古屋市内で震度６弱の揺
れとなる地震が発生したという想定で、情報伝達、安否確
認、避難、負傷者搬送、部局独自の訓練等が行われました。
　当日は、14時12分に地震が発生したという想定で訓練が
はじまり、直ちに平野総長から災害対策統括本部設置の指
示が出されました。訓練開始の情報は、電話、FAX 及び
東山キャンパス内に設置した屋外防災無線装置（日本語・
英語）で伝えられ、建物によっては館内放送も利用されま
した。訓練終了後は、豊田講堂において、飛田　潤災害対
策室員による防災講演会などが行われ、多数の教職員、学
生が参加しました。
　今回の訓練では、「名大ポータル」の一部を使い、自分
の安否情報を携帯電話から登録する安否確認訓練を行いま

した。これは情報連携統括本部と災害対策室が開発を進め
たシステムで、一昨年からの試行を経て、全部局を対象に、
システム側から登録を呼びかける「発信型」の安否登録訓
練を行い、多数の安否情報が登録されました。
　また、名古屋市消防局の協力のもと、普通救命講習Ⅰ（成
人コース・３時間）の出張講習が、東山地区において実施
されました。150人の定員に対して申込みが殺到し、定員
オーバーで受講できなかった人も多数いたため、来年度以
降も継続して実施する予定です。
　今年度は、各部局独自の防災訓練も多数実施され、避難
訓練、消火訓練、脱出袋による降下体験訓練などが行われ、
参加者は真剣な面持ちで訓練に臨んでいました。さらに、
災害対策室において作成した「地震時の対応ガイド」（４
パターン）をもとに、各部屋のマニュアルを作成したり、
地震防災についての啓発教育を行う部局もありました。
　東海地域においては、東海地震・東南海地震などの巨大
地震による大規模な地震被害の発生が危惧されています。
今後も、大学組織としての対応能力向上のために定期的な
防災訓練を続けていく予定です。
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災害対策統括本部の移動訓練

消火訓練 負傷者の搬送訓練

豊田講堂で行われた防災講演の様子

ニ
ュ
ー
ス

平成20年度名古屋大学地震防災訓練を実施



　山本理事は、10月12日（日）、13日（月）、中国・上海を
訪問し、第３回材料電磁プロセシング夏の学校（Asian-
EPM2008）に出席しました。
　Asian-EPM2008は、日本学術振興会アジア教育研究拠
点事業「材料電磁プロセシングの世界拠点の構築」プログ
ラムの一環として、10月13日（月）から15日（水）に開催され
たものです。同プログラムは、我が国が先鞭を付けた「材
料電磁プロセシング」の学術研究情報を中国、韓国に普及
させることにより、その地の研究活動の活性化、ひいては
新規学術の発展を図るもので、本学が中国・東北大学、韓

国・浦項産業科学研究院等とともにセミナー等を実施して
います。
　今回の Asian-EPM2008では、はじめに、運営を担当す
る中国・東北大学の赫　冀成学長からあいさつがあり、続
いて、山本理事があいさつを行い、関係機関への謝辞とと
もに同プログラムによりこの分野の未来をリードする若い
研究者たちが活躍してほしいとの期待を述べました。そし
て、張　永杰宝山鋼鉄股份有限公司研究所所長（中国）、
谷口尚司東北大学教授（日本）、朴　 杓浦項産業科学研
究院（韓国）による基調講演の後、日本、中国、韓国から

参加した若い研究者や大
学院学生による発表が行
われました。会場から
は、講師や発表者の発言
に対し、活発な質疑応答
がなされ、熱気あふれる
会議となりました。

　山本理事は、10月４日（土）、５日（日）の両日、北京大学
において行われた日中環境協力国際セミナーに出席しまし
た。同セミナーは、日本学術振興会アジア研究教育拠点事
業「東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント」
プロジェクトの一環として、本学及び北京大学が主催した
ものです。
　開会式では、来賓の海　聞北京大学副学長、胡　福印対
外経済貿易大学副学長および福西　浩日本学術振興会北京
連絡センター所長からあいさつがあり、続いて、山本理事
から、本学の紹介に加え環境問題解決における国際協力体

制の構築についてのスピーチが行われました。
　セミナーでは、同プロジェクトのコーディネーターを務
める高桑宗右ヱ門経済学研究科教授からプロジェクトの解
説があった後、中国政府の政策策定機関である劉　世錦国
務院発展研究センター副センター長及び舒　慶司国家環境
保護部長から、中国の環境発展戦略についての招待講演が
行われました。
　引き続き、薛進軍経済学研究科教授、荒山裕行経済学研
究科教授、植田和弘京都大学教授、 勝基北京大学教授、
斉曄清華大学教授ら11名による基調講演および研究報告が

ありました。
　また、学生による研究報告の
セッションも設けられ、日中両
国の学生が多数参加しました。
山本理事は熱心に発表を聞き、
学生との交流をも大いに深める
ことができました。
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スピーチを行う山本理事

あいさつする山本理事

来賓・招待講演者らの集合写真

日本、中国、韓国の関係者による記念撮影
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山本理事が第３回材料電磁プロセシング夏の学校に出席

山本理事が日中環境協力国際セミナーに出席



　９月24日（水）、愛知県安城市立祥南小学校において、防
災学習が実施されました。
　これは、内閣府が支援する「防災教育チャレンジプラン」
に採択された「土地の古老の三河地震被災体験談から学
ぶ、地震・災害のしくみと防災のあり方」プランの一環と
して、災害対策室歴史災害教訓伝達プロジェクト（代表・
林　能成助教）が同市の防災課や教育委員会などと協力し
て進めているもので、７月19日の志貴小学校に続く本年度
２校目の開催となりました。
　今回の学習は５年生３クラスを対象に、同校の体育館を

会場として２時間にわたって行われました。１時間目は、
地震災害の実態を学ぶため、木村玲欧災害対策室助教の司
会により、1945年の三河地震で被災した鈴木敏枝さん・沓
名美代さんの姉妹が、自らの被災体験とそのときの心理な
どをわかりやすく紹介しました。その後、２時間目には、
体験談から学んだ「地震の前や後にどんなことをすればよ
いか」について、地域で活動する防災ボランティア「安城
防災ネット」の指導のもと、ワークショップ形式の少人数
体験学習で学びました。
　災害に強い地域社会をつくるためには、子ども時代から

の防災教育や地域内連携の充実
が重要です。今回の学習では、
小学校・地域ボランティア・大
学が連携した新しい教育カリ
キュラムの構築に向けた第一歩
を踏み出すことができました。
今後、アンケート結果などにも
とづいてカリキュラムの改善や
充実を図り、多方面に展開して
いく予定です。

　平成20年度名古屋大学大学院留学生特別コース学位記授
与式が、９月26日（金）、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、総長、理事、研究科長らの列席の
もと挙行されました。
　本学には、現在、大学院における外国人留学生のための
英語による特別コースが、大学院法学研究科博士課程（前
期・後期課程）総合法政専攻、大学院医学系研究科修士課
程医科学専攻、大学院工学研究科博士課程（後期課程）社
会基盤工学専攻及び大学院環境学研究科博士課程（後期課
程）地球環境科学専攻で開設されており、平成９年度から

は、９月に学位記授与式を行っています。
　授与式では、修了生のうち、大学院法学研究科の５名及
び大学院医学系研究科の14名に修士の学位記が、大学院法
学研究科の２名、大学院工学研究科の５名、そして大学院
環境学研究科の２名に博士の学位記が、平野総長から一人
ひとりに授与され、次いで、本学での課程を修了したこと
への祝いの言葉と、本学で学んだ知識や技術をさらに研鑽
し、母国のみならず、世界の発展のため力を発揮されるこ
とを希望する旨のはなむけの言葉が贈られました。
　これを受けて、修了生を代表して大学院環境学研究科の

陳　兵さん（中国）が、日本で
の研究生活、指導教員や学生と
の交流など留学中のエピソード
を交えた謝辞を述べました。
　閉会後には、総長をはじめと
する列席者、陪席の指導教員、
修了生の家族等を交えて記念撮
影が行われるなど、厳粛な中に
も和やかな雰囲気の式となりま
した。
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安城市立祥南小学校において防災学習を実施

大学院留学生特別コース学位記授与式を挙行



　平成20年度名古屋大学新規採用職員フォローアップ研修
が、10月７日（火）、環境総合館レクチャーホールにおいて
実施されました。この研修は、本年４月に実施した新規採
用職員研修の修了者に対して、採用後６か月間を振り返
り、改めて法人職員として必要な知識及び能力を図ること
を目的として実施しているもので、新規採用職員研修修了
者24名全員が参加しました。
　研修は、外部講師により、基本の「振り返り」及びタイ
ムマネジメント・コミュニケーションについて演習を通し
て再確認し、現状と問題点を踏まえつつ創造的な仕事の進
め方についてグループごとに事例研究し、「バリューカー
ド」等の教材を活用した演習を通して、これからの法人職
員としてのキャリア形成について認識しました。
　職場環境に慣れ、採用後６か月間の試用期間が終了した
この時期に、受講者全員が研修を通して法人職員としての
自覚を新たにし、今後、活躍していくことが期待されます。

　第20回経営協議会が、10月５日（日）、名古屋市内におい
て開催されました。
　会議では、平野総長のあいさつの後、「地域や診療科の医
師確保の観点からの医師養成の推進について」に基づく医
学部における収容定員増、本学の財政状況、平成21年度概
算要求、目的積立金に係る状況及び実施事業について、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。
　また、高橋理事から、人事院勧告、大学教育改革支援プ
ログラム（教育 GP）の採択状況、平成20年度インターナショ
ナルアドバイザリーボードについて報告が行われました。
　外部委員からは、科学研究費補助金の獲得、アジア法整
備支援事業、名古屋大学基金の活動状況等について、貴重
なご意見が多数寄せられました。
　次回の経営協議会は、来年２月に開催される予定です。

　10 月 10 日（金）、「ミネソタ大学における国際化推進と
留学生支援」セミナーが、国際企画室及び留学生相談室の
主催、国際教育交流協議会の共催により、CALE フォー
ラムにおいて開催されました。アリサ・イーランド　ミネ
ソタ大学国際交流部留学生相談主事を講師に迎え、学内外
の国際教育交流関係者約 40 名が参加しました。
　午前中は、同大学の留学生アドバイジング・カウンセリ
ングの現状について講演があり、教育や日常生活、就職支
援について、留学生の専門家である国際交流部と各部門の
連携の大切さが強調されました。
　また、午後には、「世界の国公立大学のトップ３になる」
ことを目指す同大学の国際戦略や留学生部門・学生派遣部
門の取り組みについて講演がありました。
　本学と同大学は今年、大学間学術交流協定を締結し、職
員の交流事業を開始しました。今年度は、イーランド主事の
招へいの他、本学から国際業務担当の事務職員２名を実施
研修として同大学に派遣しています。これらの事業を通じ
て、両大学の交流がさらに推進されることが期待されます。

16 名大トピックス◦ No.186

セミナーの様子

研修風景　グループごとに行われた事例研究の模様

経営協議会の様子
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「ミネソタ大学における国際化推進と
留学生支援」セミナーを開催

平成20年度名古屋大学新規採用職員�
フォローアップ研修を実施

第20回経営協議会を開催



　「名チャリ」とは、放置自転車を共有自転車と
して再生し、決められた貸出・返却場所（ステー
ション）であればどこでも乗り降り自由に、誰も
が簡単、便利、無料で利用できるという新しい交
通システムです。公共交通機関の駅付近にステー
ションを設置することにより、公共交通の利便性
が向上すると期待されています。私が所属する
環境学研究科竹内研究室の大学院生を中心とした
名チャリプロジェクトチームでは、この名チャリ
の名古屋市内での永続的実施、及び名チャリが名
古屋の新しい公共交通となることを目指して、研
究・活動を行っています。
　名チャリ誕生の背景として、名古屋市中心部の
放置自転車の多さと自動車交通の多さがありま
す。大量に発生する放置自転車を再生・利用し、
多くの人で共有することで、まちにある自転車の
総台数を減らすとともに、自動車からの乗り換えが 
進むような便利な交通システムを作ることにより、 
これらの問題を解決することを目指しています。
　名チャリは、昨年度12月に13日間、初の社会実
験を行いました。期間中、延べ1,872回の利用が
あり、名チャリの需要が確認されました。また、
この社会実験および実験の成功を受けて、多くの
協力主体が現れました。昨年度の社会実験の実績
により名古屋市との協力関係も築くことができ、
今年度は、市と共催という形で、９月21日（日）～
23日（火・祝）の３日間（初日は雨天により中止の
ため実質２日間）、社会実験を行いました。今年
度の社会実験では、より拡大したエリアに、昨年
度の倍の数のステーションを設置したことで、２
日間で950回以上の貸出があり、昨年度以上に多

く利用していただくことができました。また、今
年度は自転車の共有化をより進めようと、自転車
を占有しないようにする呼びかけを行ったもの
の、一利用者が長時間占有するケースも多く、自
転車の共有をいかに促進できるかは継続した課題
となりました。
　今年度の社会実験を通じて、名チャリの需要お
よび社会的受容が改めて確認でき、市有地の占有
や市との協力関係の構築、ステーションの詳細な
場所を記して利用者の利便性向上を図った名チャ
リマップの配布など、昨年度の活動から得られた
課題や要望を検証・解決することができました。
その一方で、名チャリの実現のためには、まだま
だ多くの課題があります。名チャリプロジェクト
は、２年間の活動を通じて得られたデータを分
析・研究することを通じて、今後も名チャリの永
続的実施を目指していきます。
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　カーボンナノチューブ（CNT）はチューブの
軸方向に 3,000 ～ 6,600W/mK と極めて高い熱伝
導度を有することが知られています。この値は物
質の中で熱伝導率が最も高いとされるダイアモン
ドの 2,000W/mK をはるかに凌ぐ値であり、放熱
デバイスへの応用が期待されていますが、未だ有
効な応用報告例がありません。我々は、独自に開
発してきました SiC 表面分解法により、様々な形
態の SiC 基板に高密度・高配向 CNT を作製し、
これを用いた放熱構造とその放熱特性について検
討しました。その結果、発熱体および冷却体の間
に、基板 SiC 自身が熱伝導度の高い材料である上
に、その表面に形成された CNT 層を介在させる
ことで、発熱体と冷却体間の温度差が激減し、高
効率で放熱できることが分かりました。
　パーソナルコンピュータやモバイル電子機器の
高機能化、高密度実装化に伴い、CPU,GPU, チッ
プセット、メモリーチップ等の発熱源の単位面積
当たりの発熱量が飛躍的に増大するなど、半導体
デバイスの発熱問題は年々深刻化しており、高効
率で放熱できる材料やデバイスが求められていま
す。通常、自然対流や電動送風装置を用いた強制
対流を用いて放熱を図っています。しかし、冷却
方式固有の限界があるため、大量の熱を放熱する
ためには、放熱する面積を拡大するヒートシンク、
ヒートスプレッダーと称する放熱装置が用いられ
ています。具体的には、半導体素子などの発熱体
を銅などの冷却体と接触させて放熱させています
が、発熱体や冷却体の表面に存在する微細な凹凸
部に存在する空気のために大きな熱抵抗となり、
界面にグリースなどを用い補完剤を塗布して接触
性を向上させることで、熱抵抗を下げているのが
現状です。しかし、グリース自体の熱伝導率が小

さいため、グリースが実用厚さになると熱抵抗が
大きくなってしまうため充分な放熱効果が得られ
ない、という問題がありました。熱伝導率の比較
的高い銀粒子入りグリースも販売されていますが
コストアップに通じてしまいます。また、長期間
のグリース使用時には共通して、揮発や変質の問
題もありました。
　我々は、高密度で垂直配向した CNT の先端が
しなる
4 4 4

性質（弾性変形）を有することから、発熱
体および冷却体表面に存在する微細な凹凸に隙間
なく侵入することで、グリースを用いなくても接
触性が格段に向上することで熱抵抗が激減するこ
とを発見し、熱抵抗が最も低下する CNT の成長
条件の探索を行いました。
　その結果、CNT の合成法として一般に用い
られる CVD 法等では、CNT の基板への密着力
が小さく接触時に CNT 層が剥離してしまうの
に対し、本 SiC 表面分解法を用いると、図１の
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図１　高密度カーボンナノチューブ膜

知
の
先
端

低熱抵抗カーボンナノチューブ／SiC 放熱材料を開発
（カーボンナノチューブの新用途展開へ）

乗松　　航　エコトピア科学研究所助教

楠　美智子　エコトピア科学研究所教授



TEM 像で示したように、高密度・高配向の上
に、CNT/SiC 界面にアモルファス層や触媒金属
が存在せず、原子レベルで接合していることが
分かっています。そのため、高い密着強度が得ら
れ、剥離せず低熱抵抗が実現できることが分かり
ました。例えば、250μm の SiC 単結晶基板の両
面に 1μm 程度の厚さで CNT 層を形成した場合
の熱抵抗は、同厚さで従来の放熱材料銅合金とグ
リースを使用した場合の約 15 分の１まで低下す
ることが分かっています。さらに、従来は図２の
ように半導体の発熱を一気に大面積のヒートシ
ンクに伝えるため、ヒートスプレッダーで熱を
横方向に急速に拡げる必要があり、また、熱膨
張による界面の歪緩和のため、ヒートスプレッ
ダーには CuW、CuMo 合金を用いる必要があり
ます。この点、基板として用いる SiC は Cu 並み
に熱伝導率の高いセラミックスであり、図３のよ
うな CNT/SiC/CNT の複合体に差し替えるだけ
で、縦方向と横方向の熱の流れを確保し、また、
CNT の変形により、熱膨張による変形歪も一挙
に問題解決することが可能となります。さらに、
昨今の W、Mo などの資源高騰の折から、コスト
高が緊急の問題になってきています。しかし、今
回用いる SiC 基板としては、高価な SiC 単結晶ウ

エハ以外に安価な多結晶 SiC を用いても充分効果
が得られることが分かってきており、また、SiC
基板を真空中で熱処理するだけの極めて簡単な方
法であるため、量産性が高く低コストでの合成が
可能であると考えています。
　また、この CNT は凝集状態にあるため、針
状 CNT に比べ安全性が高いことが確認されてい
ますが、特に本目的のためには出発原料として
CNT の粉末を用いる必要がなく、基板上に固定
されているため、昨今懸念されている CNT によ
る健康面への影響もほとんど考慮する必要がない
と考えています。本研究の成果は、今秋に開催さ
れた「フラーレン・ナノチューブ学会」および「応用
物理学会」で発表し、朝日新聞、毎日新聞、読売
新聞、中日新聞、日経産業新聞、日刊工業新聞と
多くの新聞、インターネット上に掲載されました。
　以上、本テーマは、我々が開発してきた SiC 表
面分解法によって得られる CNT の特徴である高
密度・高配向・高密着・高純度という、他の合成
法では得られない特徴を最大限生かしたユニーク
な応用であり、本放熱構造は、家電製品から車載
用まで様々な放熱デバイスに展開できると考えて
おり、今後有用な応用製品開発へと進展させてい
きたいと考えています。
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図２　従来の一般的放熱構造 図３　CNT/SiC を用いた新規放熱構造



上皿天秤のバランスを保つように
　私の所属しているメディアプロフェッショナル
論講座は、東海地区のマスメディア各社の協力の
もと、その知識豊かなメディアの担い手を育成す
ることを目的とした産学社会連携講座です。私が
担当する「映像メディア制作理論」では、メディ
アを駆使した作品制作を実践する上で重要となる
テーマの発見、表現手法研究、またコンテンツの
展開経路などに焦点を当てた講義と演習を行い、
多様なフィールドに対応できるメディアの発信者
に必要な情報編集力の獲得を目指しています。こ

こで捉える「メディア」とはとても広範囲に及ぶ
ものです。マスメディアはもちろんのこと、ある
特定の場所でしか成立しないメディア、非商業的
メディア、そしてパーソナル・メディアなども含
まれます。いずれのメディアでも、メッセージの
受け渡しの狭間に位置することは変わりません。
メッセージの送り手という立場を授業の場で考え
る時、昔、理科の実験で使った「上皿天秤」のこ
とを思い起こします。小さな分銅をピンセットで
つまみ、上皿にのせてバランスを保つ様子は、メ
ディアを介しての情報発信とどこか似ている気が
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池側　隆之　大学院国際言語文化研究科准教授



します。その両端にかかる負荷とは「メッセージ」
と「形」です。同一コンセプトであっても、誰に
対してのメッセージであるのかということによっ
て、自ずとそのメッセージの形式や形態は変わる
ことになります。幅広いメディアの理解によっ
て、刻々と変化する「時代」の重さに対し、新し
い「分銅」をどれだけ加えればよいかを知覚でき
るのだと思います。

「モノをつくった自分」という視点
　後期の授業では学外のフィールドを対象とし、
メディアコンテンツの制作を一つの流れと捉え、
理論的かつ実践的なアプローチで制作指導を行い
ます。受講されている院生のみなさんは芸術・デ
ザイン系の基礎教育を受けた経験がほとんどあり
ません。そんな学生たちに「頭の中のアイデアが
カタチになり、それが第三者に伝わる」ことの価
値を、自身の体験として確認してもらうことが重
要だと考えています。制作が終われば、当然結果
として「作品」が生まれますが、同時に「作品を
作った自分」も生まれます。「モノをつくった自
分」という視点は新たな思考を生み出すことにな
ります。

創造性は自分の外に
　芸術やデザインの基礎教育を受けた経験がない
と、モノをどうやって作るのかが全く見えず学生
たちはまず不安を感じます。また画力や造形力を
持ち合わせていないと全く話にならないのでは？
と授業そのものを疑問視する学生もいます。これ
は極々自然な反応といえるでしょう。誰しもが創
造性とは才能ある人の内側から湧き出てくるもの
だと思っています。しかし、実はその創造性は自

分の外にも多く存在するものです。正確には創造
性を生む契機といってもいいでしょう。そんな
ことを簡単に体験できるように授業ではワーク
ショップの形式を多くとっています。例えば、「映
像版伝言ゲーム」と名付けたワークショップは次
のような手順で行います。

１．参加者全員にメモパッドを配る
２． 最初の一枚にお題となる簡単な絵を描いておく
３．  一人目の参加者に15秒程度その絵を見せ、正

確に記憶するように指示する
４．  一人目の参加者は記憶を頼りに自分のメモ用

紙にそれを再現する
５．  以降、参加者が順次「見せる→覚える→描く」

作業を繰り返す

結果はもちろん、絵がどんどん変化し、最初と最
後ではまったく別物になってしまいます。「情報
を正確に伝達するのって難しいですね」と言って
授業を打ち切らずに、ここで学生の思考の立ち位
置を変えてみます。一枚一枚に目をやると、ど
の段階で何が欠落したかがよくわかります。「正
確さを競う」という観点では不合格の紙切れの集
まりですが、変化の度合いそのものに関心を向け
るとすると、その「差異」にこそ価値が生まれる
ことになります。例えばその一枚一枚の絵をアニ
メーションの一コマだと考えると、絵と絵の間に
ある「差異」によって「動き」が生じることにな
ります。創造性が私たちの目の前に突然立ち現れ
る瞬間です。クリエイティビティの在処を探求す
ることを足がかりにして、学生のみなさんにはメ
ディアの発信者に必要なバランス感覚を身に付け
ていってもらいたいと思っています。
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2007年より名古屋大学大学院国際言語文化研究科メディアプロフ
ェッショナル論講座准教授（コンテンツ作成プログラム）。専門は
映像メディアを軸とした制作研究や情報デザイン。愛知万博では、
小学校の教室を仮設ミュージアムに変えるデジタルコンテンツを共
同発表。近年は学生をはじめとする若いクリエーターたちが手掛け
るアニメーション作品に着目し、その創造プロセスの分析と応用に
ついての考察を行っている。趣味はカメラを携えての街歩き。

いけがわ　たかゆき



　現在地球上に住むほとんど全ての人間は、「資
本主義」という経済システムのもとで生活を営ん
でいます。ある統計によると、資本主義確立以
前、18世紀の年間平均実質 GDP 成長率は1.0％で
あったものの、資本主義確立後、19世紀以降のそ
れは1.9％まで膨れあがりました。ですから、こ
の体制は、公害から貧困まで様々な問題を抱えつ
つも、人類の富を歴史上最も早いスピードで増加
させたシステムであると言えます。
　ところで、資本主義の成長の歴史をもう少し詳
しく見ますと、このシステムには繁栄した時期と
そうでない時期があることがわかります。比較的
うまくいったと言える時期は、19世紀後半から20
世紀初頭までの時期と、第二次大戦後から1970年
代までの時期（「資本主義の黄金時代」と呼ばれ
ます）が該当します。前者の時代の経済成長は、
労働者の低賃金と長時間労働に依存していまし
た。つまり、資本が労働を抑圧することで経済的
成功を遂げた時代です。しかし、低賃金長時間労
働は、消費需要の停滞（もしくは過剰生産）を招
き、1929年の大恐慌がこの時代に終止符を打つこ
とになりました。
　資本主義の黄金時代の経済的成功は少々複雑な
説明を要します。労働者はテーラー主義的労働編
成（労働過程における構想作業と実行作業の分
離）を受け入れ、その対価として経営管理者は労
働生産性上昇益を賃金上昇として労働者に配分す
るという労使妥協が確立しました。この労使妥協
のもとで、製造業を中心に生産性上昇と賃金上昇
が同時に達成され、「大量生産・大量消費」の時
代－私の専門分野である政治経済学では米国自動
車会社の名を借りて、フォーディズムとも呼ばれ
ています－が到来しました。資本主義の黄金時代
は、経済のサービス化、消費者の価値観の多様化、
単純作業を忌避する労働者の抵抗などにより、次
第に瓦解していきます。ともあれ、19世紀後半か
ら20世紀初頭にかけての時代と黄金時代のどちら
にも共通しているポイントは、制度－ここでは、
労使間関係－をいかに設計し、運用するか、とい
うことです。

　周知のように、現在の先進資本主義諸国は、脆
弱な好景気を一時的に享受できたとしても、かつ
て経験したような長期的な繁栄の時代を謳歌でき
てないという点で、ほぼ同一の軌道を辿っていま
す。それは20世紀末以降の先進諸国が適切な制度
を見つけられていないということを示唆するもの
だと政治経済学を専門とする私は考えています。
ただし、一昔前の政治経済学は、労使関係を最重
要視してきましたが、現在のそれは必ずしも労使
関係のみに特権的地位を与えるわけではなく、金
融制度、社会保障制度、教育制度等々、数多くの
社会的・政治的諸制度を考慮しています。いま現
在の資本主義諸国家における不安定な軌道には、
どのような制度が関わっているのか、さらには、
これを抑止するためには、いかなる制度を構築し
なければならないのか。些か気宇壮大な課題では
ありますが、地道に確実に研究を進めていきたい
と思っています。

先進諸国年平均経済成長率の時代別比較（単位：%）

GDP 一人一時間 
当たり GDP

固定資本 
ストック

1870－1913
1913－50
1950－73
1973－9

2.5
1.9
4.9
2.5

1.6
1.8
4.5
2.7

2.9
1.7
5.5
4.4

出所：�A.�Maddison（1982）Phase�of�Capitalist�Development,�
Oxford�University�Press
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　大学院工学研究科は、９月25日（木）、IB 電子情報館に
おいて、大学院環境学研究科、大学院情報科学研究科、エ
コトピア科学研究所及び大学院医学系研究科との共催によ
り、「テクノ・フェア名大2008－創造する・開発する・進
化する－」を開催しました。
　同フェアは、大学にある技術シーズを展示するととも
に、研究室公開、講演会等を通じて、大学の研究成果を産
業界等に広く公開し、より一層の産学官連携と地域産業の
更なる活性化を推進することを目的として毎年開催されて
いるもので、９回目となった今回は、中部地区の経済界、
企業の研究開発担当者、報道関係者等、約800名の来場が
ありました。
　午前中に行われた基調講演では、主催者側を代表して
小野木工学研究科長からあいさつがあり、引き続いて、
高井　治エコトピア科学研究所教授から、「材料バック
キャストテクノロジー産学研究拠点の重要性」と題し、10
月１日に設置された同研究科附属材料バックキャストテク
ノロジー研究センターの紹介を含めた講演がありました。
　講義室では、展示会場において紹介しているシーズの中
から15の研究シーズについて、研究者が直接、研究内容を
説明するミニ講演が行われ、各講演に、多くの聴講者が詰
めかけ、説明者の話に熱心にメモをとる姿などが見受けら

れました。
　午後から行われた研究室見学では、100名以上の参加が
あり、研究室の教員や大学院学生の説明に聞き入っていま
した。
　展示ブース会場では、企業の研究開発担当者等が多数詰
めかけ、各ブースの担当者による研究成果等の説明や実用
化に向けての相談等について活発な意見交換が行われるな
ど、企業側の同フェアに対する高い関心と大きな期待がう
かがえました。
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テクノ・フェア名大2008　－創造する・開発する・進化する－を開催
●大学院工学研究科



　教育学部附属学校は、10月11日（土）、豊田講堂において、
学校説明会を実施しました。
　９時からの高等学校の説明会には約120名の参加者があ
り、また、11時からの中学校の説明会には約1,100名が参
加し、豊田講堂がほぼ一杯になりました。
　説明会では、はじめに全体会が行われ、まず、併設型の
中高一貫校である附属学校の教育目標・学習環境、特色あ
る教育、キャリア意識の形成（総合人間科の学習）、サイ
エンスリテラシーを育成する SSH（スーパーサイエンス
スクール）の概要等の説明、次に、生徒が作成した「学校

紹介ビデオ」の上映、続いて、学習と学校生活等及び募集
要項の説明、そして、質疑応答が行われました。
　全体会の終了後は、４つの質問デスク（生徒部、指導部、
教務部、進路部）と入試一般の質問デスクに分かれて、附
属学校関係者が参加者からのさまざまな個別の質問に答え
ました。参加者からの質問には、大学の各学部と連携して
行われる「学びの杜講座」、特色ある中高一貫教育、自由
と自主性を育む教育などへの期待が感じられました。
　また、ロビーでは、SSH の取り組みや総合人間科などの
特色ある授業の内容を紹介したパネル展示と、同校の教育

を紹介した『学びをつなぎ未来
を拓く』（黎明書房）や過去３
年間の検査例集（中学校）試験
問題集（高等学校）の販売も行
われました。

　大学院理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター
は、10月10日（金）、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、講演会「小林・益川の理論とは？」を
開催しました。
　この講演会は、10月７日の小林　誠博士及び益川敏英博
士のノーベル物理学賞受賞決定を受けて、10月１日に発足

したばかりの同センターにおいて企画されたものです。同
センターにおいて推進しているBファクトリー実験が2001年に
発表した「CP 対称性の破れ」の精密測定が、小林・益川
理論の正当性を確固たるものにし、本学の理論研究だけで
なく、実験研究に対しても、世界的な評価を得られたため、
その喜びを学内外の方々と分かち合い、小林・益川理論に
ついての理解を深めていただくことを目的としました。
　最初に棚橋誠治同センター教授が「理論の解説」につい
て、次に飯嶋　徹同センター准教授が「実験的検証の歴史　
～ B ファクトリー実験～」について、最後に戸本　誠同
センター准教授が「小林・益川からの飛躍」について講演
を行い、会場には立ち見も含めて350人を超える参加者が
集まりました。参加者アンケートの回答によると、来場者
の大半が、面白く、興味を持つことができたと感想を述べ
た一方で、講演内容は、難解だったと感じたようです。同
センターは、本学の最先端素粒子研究について社会に発信
する今回のような機会を、今後さらに設けていく予定です。
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教育学部附属学校説明会を実施
●教育学部附属学校

講演会「小林・益川の理論とは？」を開催
●大学院理学研究科



　医学部は、10月５日（日）、ライフトピア・シンポジウム「高
齢期の生活習慣病」第３回「健やかで豊かな長寿のために」
を、大幸地区保健学科東館において開催しました。この企
画は、医学部が愛知県から「高齢者の生活習慣病対策事業」
の委託を受け、高齢の一般市民を対象に、全３回にわたり
愛知県と共催したもので、今回が最終回となりました。
　医療制度改革を受け今年度から特定健診の制度が始まっ
ていますが、75歳以上の高齢者はその対象に含まれておら
ず、健診実施は各広域連合の努力義務とされています。高
齢者には、医学的知見ばかりでなく、個人の心身の状況や
生活環境を考慮した生活習慣病対策が求められますが、同
シンポジウムでは各回、高齢期に特有の問題に触れなが

ら、日常の生活の中で行うことが可能な対策などについて
語られました。
　今回は、定員を大幅に超える事前申込みがあり、会場の
様子をモニターに映す別室も準備され、「高齢期の運動と
その実践」について島岡　清総合保健体育科学センター教
授が、「これからの健康長寿」について安藤富士子愛知淑
徳大学医療福祉学部教授が、それぞれ講演を行いました。
両氏の話に会場からたびたび大きな笑い声が出るなど、講
演は終始活気に包まれました。来場者を対象に行われたア
ンケートでは、「役に立った」と高い評価を受けたほか、「楽
しかった」という感想も目立ち、今後も市民講座の継続を
望む声が多く寄せられました。

　医学部医学科及び医学部附属病院は、10月４日（土）、同
病院講堂において、「高齢化の波を乗り越えろ－君が老い
れば，僕も老いる－」をテーマに、平成20年度名古屋大学
鶴舞公開講座を開催しました。
　医学部及び医学部附属病院では、この公開講座を実践的
で日常的に役に立つ話題を提供するための研究紹介手段と

して位置づけており、今年度のテーマは、高齢化社会につ
いて考えることの多い将来を見据え、昨今、本学をはじめ
世界の研究機関が、特に老化に伴って発生しやすい中枢神
経系（脳の神経）の病気に対しどのような研究を行い、ど
のような治療法を開発しているのかという点及び褥瘡（長
い間病床についていたために、骨の突出部の皮膚や皮下組
織が圧迫されて壊死に陥った状態）の専門家を招いて高齢
者の介護問題の現状に焦点をあて、具体例を交えながら分
かりやすく解説する内容を提供できるよう企画しました。
　当日は，伊東亜紀雄同病院副薬剤部長の司会のもと、堀
内美喜子 E．T．看護師による「きいて納得！ここが違う
床ずれケアの昔と今」、平山正昭講師による「パーキンソ
ン病の最新の治療」、田平武客員教授による「アルツハイ
マー病の予防・治療」の講演が行われ、一般市民や同病院
で加療中の患者さんをはじめ、約130人が受講しました。
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ライフトピア・シンポジウム「高齢期の生活習慣病」
第３回「健やかで豊かな長寿のために」を開催
●医学部

平成20年度名古屋大学鶴舞公開講座「高齢化の波を乗り越えろ」を開催
●医学部、医学部附属病院



　大学院医学系研究科及び医学部保健学科は、９月19日
（土）、中央診療棟３階講堂及び医系研究棟１号館会議室に
おいて、医系研究棟２号館及び保健学科本館竣工記念式典
を挙行しました。
　式典には、学外から、岡　誠一文部科学省文教施設企画
部技術参事官、加藤延夫元総長、稲福　繁愛知医科大学長、
藤野明男愛知県医師会副会長、柳　務認知症介護研究・研
修大府センター長など関係省庁・自治体関係者等約80名、
学内からは、杉浦理事、濵口医学系研究科長、河村保健学
科長、松尾医学部附属病院長をはじめ約50名が出席し、両
棟の完成を祝いました。

　杉浦理事からは、医系研究棟２号館は研究者、学生の悲
願であったが、本学では基礎医学研究への持続的な取り組
みがあったからこそ、21世紀 COE をはじめ多くの成果を
出し、高い評価を得ている、とのあいさつがありました。
　医系研究棟２号館は、地上７階建、建築面積1,525㎡、
延床面積10,300㎡で、従来の鉄筋コンクリート造の建物に
比べ、工期を約1.5ヶ月短縮して平成20年３月に完成しま
した。建物各階の廊下に収納庫を設置し、緊急用シャワー
を各階５カ所ずつ設置するなどの安全対策や、屋上緑化や
自動灌水設備などの環境対策、また、空調負荷の低減など
の工夫を施しています。

　保健学科本館は、鉄筋コンクリート造、地上５
階建、建築面積1,413.88m2、延床面積5,835.00m2で、
１～２階の低層階に事務室・会議室及び講義室を
集約し、大空間を必要とする実験室・実習室・研
究室を３～５階に配置するなど、構造的に無理の
ない配置をしています。建築物としての長寿命化
を実現するための対策として、壁材に通常より厚い
断熱材を使用し、複層ガラス、遮熱シート等により、
空調ランニングコストの低減を図っています。

　医学部は、10月９日（木）、午後、医学の教育研究のため
に御献体された故人を慰霊するため、解剖弔慰祭を執り行
いました。秋晴れの中、本年度も御遺族をはじめ、教職員、
学生ら約400名が参列し、故人のご冥福をお祈りしました。
　祭儀では、濵口医学部長から、「医学への御献体に対し心
からの敬意と感謝の意を捧げるとともに、医学医療の進歩・

発展及び医師・医学研究者の育成のために一層努力する覚
悟であります。」と慰霊のことばが述べられました。
　また、学生を代表して、横山達郎君が、「多くの方々の
ご協力のもとに医学を学べることに感謝し、御献体してく
ださった皆様の御遺志を無駄にしないよう今後とも勉学に
励み、医学医療の発展のために力を尽くします。」と御霊
と御遺族に対して誓いました。
　祭儀に引き続き、解剖供養塔に御遺族、教職員及び学生
がお参りしました。
　なお、今回供養された献体数は、系統解剖50体、病理解
剖36体で、医学部創設以来の献体総数は17,040体となりま
した。
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あいさつする濵口研究科長 あいさつする岡技術参事官

慰霊のことばを述べる濵口学部長
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医系研究棟２号館及び保健学科本館竣工記念式典を挙行
●大学院医学系研究科、医学部

献体者の冥福を祈り解剖弔慰祭を挙行
●医学部



　環境医学研究所は、10月18日（土）、野依記念学術交流館
において、第４回名古屋大学ホームカミングデイにあわせ
て、市民公開講座「やさしい痛み学」を開催しました。
この講座は、多くの国民が持っており、悩んでいる「痛
み」をテーマとして取り上げ、市民向けに紹介しようとす
るもので、当日は、150名を超える受講者がありました。

開講にあたり、村田環境医学研究所長からあいさつがあっ
た後、犬童康弘熊本大学医学部附属病院小児科講師によ
る「痛みはなくてもよいか？―先天性無痛症から学んだこ
とー」と題する講演を皮切りに、水村和枝同研究所教授に
よる「痛みはどのようにして感じられるかー痛みの神経
回路―」、佐藤　純同研究所准教授による「天気と痛み」、
牛田享宏愛知医科大学痛みセンター教授による「あし，腰
の痛みのメカニオズムと治療」、そして、下山直人国立が
んセンター中央病院手術・緩和医療部長による「がんの痛
みは怖くないーがんの痛みのメカニズムと治療」と題する
講演があり、その後、受講者と講演者の間で活発な質疑応
答が行われました。

　留学生センターは、10月10日（金）、国際開発研究科８階
オーディトリアムにおいて、外国人留学生第59期日本語研
修コース及び第28期日本語・日本文化研修コースの開講式
を挙行しました。
　日本語研修コースは、平成20年10月から平成21年３月ま
での６ヶ月間、集中的に日本語の基礎について教育を行

い、また日本語・日本文化研修コースは、平成20年10月か
ら平成21年９月までの１年間、日本語能力及び日本文化の
理解を向上させるための教育を行うものです。
　開講式では、はじめに石田留学生センター長があいさつ
し、これから本学の研修生として日本語を学ぶ意義につい
て話しました。続いて宮田理事から祝辞があり、健康に気
を配り学生生活を楽しむようにとの激励のことばが贈られ
ました。
　最後に、研修生全員が自己紹介を行い、留学の抱負や専
門分野の研究等について、英語と日本語を織り交ぜながら
話しました。
　開講式の後、留学生センター前テラスにおいて記念撮影
が行われ、引き続き行われた懇親会では、坂本純一医学系
研究科教授があいさつし、今後の名古屋での研修生活につ
いて励ましのことばがあった後、研修生と受入れ教員、研
修を担当する日本語講師が懇談しました。
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会場の様子

記念撮影
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市民公開講座「やさしい痛み学」を開催
●環境医学研究所

外国人留学生日本語研修コース及び日本語・日本文化研修コース�
開講式を挙行
●留学生センター



　博物館は、８月19日（火）から９月27日（土）まで、21世
紀 COE プログラム「計算科学フロンティア」および情報
連携基盤センターとの共催により、第14回企画展「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―」を開催しました。
　この企画展は、計算機シミュレーションとは何かを、「計
算科学フロンティア」をはじめとした本学における最新の
研究成果によって、広く学生や市民に紹介することを目的
としたもので、来場者は2,842名に上りました。会期中の
毎週土曜日には、博物館特別講演会が、さらに、９月６日

（土）午後には、第23回博物館コンサート「名大軽音楽部現
役×OB ジャズセッション」が開催されました。
　今回、企画展初の試みとして、大型スクリーンによる
3D 動画の常時放映を行いました。会期中の毎日、若手研
究者が会場に常駐し、来館者の要望にこたえて様々な動画
を放映しながら、解説を務めました。また、同じスクリー
ンを使用して、毎週土曜日、研究室と展示会場をテレビ回
線で結んだ「質問コーナー」も実施しました。来場者を対
象に実施したアンケートからは、こうした試みにより、大
学の研究について市民により親しんでもらうのに役立った

ことがうかがわれます。

　附属図書館は、９月17日（水）から19日（金）の３日間、国
立情報学研究所との共催により、平成20年度目録システム
地域講習会（図書コース）を同館サテライトラボにおいて
実施しました。
　これは、国立情報学研究所の目録所在情報サービスに参
加する機関の目録業務担当者に、目録データの作成方法

や、その背景となるデータ登録の考え方を習得させる講習
会で、国立情報学研究所の他、全国12か所で順次開催され
ています。
　全国の大学図書館等が所蔵する図書や雑誌の総合目録
データベース（Webcat として一般公開）は、この講習会
の修了者が中心となって作成しており、今年７月には所蔵
レコード件数が１億件を突破し、データの品質を維持する
ことが重要な課題となっています。
　今回の講習会では、近隣の大学から３名、本学から３名
の図書館職員が講師を務め、実務経験を踏まえた実践的な
講習会となりました。18機関から参加した24名の受講者
は、WEB 教材による事前学習も含め熱心に取り組んでい
ました。
　なお、２日目には受講者全員と講師陣が参加して昼食会
が開かれ、参加者からは、「他機関での奮闘の様子がわか
り、日頃の業務の励みになった」といった声が聞かれるな
ど、同じ業務に携わる仲間との有意義な交流の機会となり
ました。
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高校生に説明する石原　卓工学研究科准教授 テレビ回線を使って研究者に質問

講習会の様子
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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―」を開催
●博物館

目録システム地域講習会を実施
●附属図書館



　博物館は、９月20日（土）、第89回博物館特別講演会を開
催しました。当日は、森　健策情報科学研究科准教授に
よる「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」と題した講演が行われ、30名が参加しました。
CT スキャンした画像を再構成する森准教授の「仮想化人
体」により、それぞれの患者さんに最も適した切開や内視
鏡手術を画面上で事前に練習することが可能になり、すで
に本学の予防早期医療創成センターにおいて実験的に運用
されています。
　また、９月27日（土）、第90回同講演会が開催され、

坪木和久地球水循環研究センター准教授による「台風のシ
ミュレーション」と題した講演に、65名が参加しました。
台風の諸性質が大気循環のしくみのなかでわかりやすく説
明され、坪木准教授らが開発した一辺1km 程度と従来の
10分の１程度にメッシュの目が細かい「雲解像数値気象
モデル CReSS」の有効性が実感されました。講演は、地
球温暖化により台風が将来どうなるかという内容にまで及
び、来場者は非常に熱心に聴講しており、講演後には数多
くの質問が寄せられました。

　博物館は、９月20日（土）、名古屋市交通局主催の「駅
ちかウォーキング2008 AUTUMN」のチェックポイント
として参画しました。今年春に始まったこの新しい催し
は、地下鉄の２つの駅の間の名所をのんびり歩くという企
画で、当日は、地下鉄名城線茶屋ヶ坂駅を出発して名古屋
大学駅まで、水道公園（水の丘）→上野天満宮→東山給水
塔→日泰寺→城山八幡宮→桃巌寺→名古屋大学博物館の約
5.3km のコースで行われました。出発点では午前９時30分
から11時までの間に1,670名の参加登録がありました。
　参加者は、午前11時30分頃から博物館を続々と訪れ、玄

関ホールでは博物館スタッフ３名が、参加者が持参した受
付用紙のチェックポイント欄に押印しながら、館内に誘導
しました。ギベオン隕石やアンモナイト化石、そしてこの
日の特別展示であるポーランド産岩塩（愛・地球博出展品）
にそっと触れて感激している小中学生も見られました。当
日の入館者数は1,694名に達し、１日あたりの最高記録と
なりました。
　博物館では、ゴールで配布する参加記念品として名大
キャンパスの野鳥写真はがき４枚と博物館の今後の行事予
定をセットにして1,300部を用意し、大変好評を得ました。

今後とも「社会に開かれた名古
屋大学の窓口」として、こうし
た活動を積極的にすすめ、市民
の方々により親しんでいただけ
るよう努力を続ける考えです。
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講演する森准教授 講演する坪木准教授

博物館入り口ホールで受付をする参加者 企画展会場の様子
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第89回、第90回博物館特別講演会を開催
●博物館

駅ちかウォーキングを実施
●博物館



記事 月日 新聞等名

1 総長選挙の学内投票で濵口道成・医学系研究科教授がトップ　この結果を受け10月５日に大学外の委員を含めた選
考会議で次期総長が決まる

� 9.17（水） 中日（朝刊）

2 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　教授ら温かいもてなし � 9.17（水） 日経（朝刊）

3 ひらめき☆ときめきサイエンス「体験してみよう！不思議で楽しい超伝導の世界」10月13日開催：生田博志・工学
研究科教授、髙井吉明・同研究科教授、財満鎭明・同研究科教授、堀　勝・同研究科教授

� 9.17（水） 毎日（朝刊）

4 本学は05年に中国での留学生受け入れ窓口として上海事務所を設置　またモンゴルなど４カ国に設けられた日本
法教育研究センターの卒業生の受け入れも開始　宮田隆司・副総長は「人口減少の日本が生き残るには、大学の国
際化が急務で特にアジアを重視している」と話す

� 9.18（木） 中日（朝刊）

5 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　異才の集積が良問発見 � 9.18（木） 日経（朝刊）

6 「ユビキタス社会」における情報通信技術の活用について考える検討会が開かれる　森川高行・環境学研究科教授ら
13人が参加し、現状と課題をまとめた報告書を総務省東海総合通信局に提出する

� 9.18（木） 中日（朝刊）

7 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　瑞々しく明快　心がける � 9.19（金） 日経（朝刊）

8 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」10月４日開催：玉腰浩司・医学部保
健学科教授　「生活習慣病とその予防」、會田信子・同准教授　「江戸時代の翁媼に学ぶ能老入の生活」、榊原久孝・
同教授　「介護予防とサクセスフル・エイジング」

� 9.19（金） 中日（朝刊）

9 朝日カルチャーセンター：諏訪兼位・本学名誉教授　「科学者も短歌をよむ～澄んだ視点、光る歌」 � 9.19（金）
� 9.20（土）
� 9.26（金）
10.� 3（金）

朝日（朝刊）

10 名駅などで９月21日から３日間、名古屋市が行う「レンタサイクル」の社会実験に、「名チャリ」を行った竹内恒夫・
環境学研究科教授研究室の学生らが協力

� 9.19（金）
� 9.20（土）
� 9.22（月）

� 9.24（火）
� 9.25（木）

中日（朝刊）
毎日（夕刊）
朝日（朝刊）
中日（朝刊）
毎日（朝刊）
読売

11 産学官連携推進本部と株式会社NTT ドコモが連携し、長久手町前熊の農業に携わるシニア層対象に「携帯電話教室」
を開く　同町の市民農園「らくらくファーマーズ」の会員13人に、携帯電話のカメラやメール機能の使い方につい
て説明する　

� 9.19（金） 読売

12 林　良嗣・環境学研究科長は、「200年後の世代の価値観に耐えうる街造りこそ、地球温暖化に苦しむことが懸念さ
れる子や孫の世代に残すべき遺産」と語る

� 9.19（金） 中日（夕刊）

13 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　錚々たる碩学から学ぶ � 9.20（土） 日経（朝刊）

14 医系研究棟２号館及び保健学科本館竣工式典が19日開催 � 9.20（土） 中日（朝刊）

15 福和伸夫・環境学研究科教授は、「９月13日に岡崎市で大地震が起きる」という噂について、「岡崎市に震源となる
断層は見つかっていない。しかし行政がどれだけ『地震への備え』を呼び掛けても動かなかった市民が行動したの
ならば、興味深い」と話す

� 9.20（土） 中日（朝刊）

16 中部大阪商品取引所の第１回会合で、家森信善・経済学研究科教授が座長に選ばれる � 9.20（土） 中日（朝刊）

17 本学などは名古屋市内での車両課金実験の事前調査を10月から開始 � 9.20（土）
� 9.30（火）

10.� 1（水）

日経（朝刊）
中日（朝刊）
他３社
朝日（夕刊）

18 中日文化センター：山本敏充・医学系研究科准教授　「生命の設計図 “DNA” 解析最前線　あなたと私でDNAの何
が違うの？」、町田健・文学研究科教授　「続・町田健の『おもしろ言語学』」、加藤靖恵・文学研究科准教授　「プ
ルーストの『失われた時を求めて』を読み解く」

� 9.20（土）
10.� 3（金）

中日（朝刊）

19 増子記念病院ますこ健康開発センター「子どもの運動塾」体験講座10月４日から毎週土曜日開催：島岡清・総合保
健体育科学センター教授が、５～８歳の子どもを対象に指導を行う

� 9.21（日） 中日（朝刊）

20 市民公開講座「C型肝炎　その最新治療を学ぶ～肝がんにならないために～」10月19日開催：片野義明・医学部附
属病院講師

� 9.21（日）
他

中日（朝刊）
中日（夕刊）

21 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　幸運な学際的出会い � 9.21（日） 日経（朝刊）

22 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　香料量産、高砂の「英断」 � 9.22（月） 日経（朝刊）

23 「Cancer�Week�2008�がんシンポジウム」ナディアパーク・デザインホールで21日開催：濵嶋信之・医学系研究科教授 � 9.22（月） 読売

24 小寺泰弘・医学系研究科准教授　賢い患者になるために � 9.22（月） 朝日（朝刊）

25 名大サロンの主役：藤井良一・太陽地球環境研究所教授　オーロラから環境見える � 9.23（火） 中日（朝刊）

26 レーザー：福田敏男・工学研究科教授は「ロボット研究は想像と創造を使い、世にないものを作り出すところが面
白い。将来はロボットのゴリラが活躍する動物園ができたらいい」と夢を膨らませる

� 9.23（火） 日刊工業

27 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　学術誌の非力に歯がみ � 9.23（火） 日経（朝刊）

28 愛知県は「健康長寿産業」の製品開発を後押し　医学部保健学科と東名ブレース株式会社は、蒸気を用いた物理療
法機器を試作

� 9.23（火） 日経（朝刊）

29 市民フォーラム「がん克服の治療最前線2008～あなたやあなたの大切な人が『がん』になったら～」６日開催：
安藤雄一・医学部附属病院准教授　「化学療法の目覚ましい進歩について」

� 9.23（火） 中日（朝刊）
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30 書籍：「アメリカ先住民の現代史　歴史的記憶と文化継承」　内田綾子・国際開発研究科准教授� � 9.23（火） 中日（朝刊）

31 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　文化勲章、晴天の霹靂 � 9.23（火） 日経（朝刊）

32 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　偽善エコ　３� � 9.24（水） 中日（朝刊）

33 通風筒：名古屋城本丸御殿の復元や、中津川市民による森づくりに使われるヒノキなどの苗500本を、名古屋市民
らが中津川市加子母の森林に植樹　参加者の１人、大矢彩加さん・本学学生も自ら育てた苗を植える

� 9.24（水） 中日（朝刊）

34 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　誇りかけ臨んだ授賞式 � 9.25（木） 日経（朝刊）

35 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　野依小から祝いの文集 � 9.26（金） 日経（朝刊）

36 朝日カルチャーセンター：三矢保永・本学名誉教授　「サイエンスサロン雲のかたちと空の色 II」、伊藤大輔・文学
研究科准教授　「日本美術の諸相－自然の形象のことばとともに」

� 9.26（金）
10.� 3（金）

朝日（朝刊）

37 加藤英明・経済学研究科教授らは、05年のプロ野球全公式戦846試合のデータを検証し、「チャンスを逃すとピンチ
あり」「大量得点をした次の試合は打てない」などの「通説」を打ち砕く　　�

� 9.26（金） 朝日（朝刊）

38 松井和也さん、玉岡小百合さん・両本学学生が毎日新聞中部本社のインターンシップで、留学生の就職に向けた取
り組みを取材

� 9.26（金） 毎日（朝刊）

39 工学研究科は10月１日から「附属材料バックキャストテクノロジー研究センター」を開設 � 9.27（土） 中部経済

40 文学研究科は10月１日から「附属日本近現代文化研究センター」を開設 � 9.27（土） 中日（朝刊）

41 風向計：家森信善・経済学研究科教授　革新になう中小企業の創出 � 9.27（土） 読売

42 東海地方が伊勢湾台風を超える大きさの「スーパー伊勢湾台風」に襲われた場合を想定して、中部地方整備局は「東
海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会」を設ける　協議会の統括をした辻本哲郎・工学研究科教授は「『めったに
起こらないだろう』という行政の発想を転換させることが重要。地震と違い事前の対策の練り方で被害は減らせる
はず」と話す　

� 9.27（土） 朝日（朝刊）

43 牛乳市民講座10月25日開催：松田幹・生命農学研究科教授　「生物学の視点から：食物としての母乳と牛乳」 � 9.27（土）
10.� 4（土）

中日（朝刊）

44 松井和也さん・本学学生が毎日新聞中部本社のインターンシップで、ニート対策の現状を取材 � 9.27（土） 毎日（朝刊）

45 朝日カルチャーセンター：杉山直・理学研究科教授　「極小の世界と極大の世界」 � 9.27（土） 朝日（朝刊）

46 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　科学技術、日本の生命線 � 9.27（土） 日経（朝刊）

47 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　「社会総がかりで」と答申 � 9.28（日） 日経（朝刊）

48 100�Answers：「近々、衆議院の解散・総選挙がありそうです。この選挙で日本が変わる予感がありますか？」に対
し、坪井秀人・文学研究科教授は「政策本位の選択が中心になる選挙になる」と、変化の予感ありと答える

� 9.28（日） 朝日（朝刊）

49 「知ろう！測ろう！GH（成長ホルモン）」～気づこう生活習慣病に潜むアクロメガリー（先端巨大症）～�27、28日
開催：大磯ユタカ・医学系研究科教授�

� 9.28（日） 中日（朝刊）

50 薛　進軍・経済学研究科教授と名古屋銀行常務・桑　則夫氏・本学卒業生に中国経済の展望と課題を聞く� � 9.28（日） 朝日（朝刊）

51 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」10月７日～11月８日博物館で開催 � 9.29（月）
10.10（金）

中日（朝刊）

52 なごや特捜隊：大学の “顔” とも言える正門　本学に無い訳を探る � 9.29（月） 中日（朝刊）

53 許　弼源・環境学研究科研究員らの研究グループが、低コストで効率が良く、しかも低温で発電できる新型の家庭
用燃料電池を開発

� 9.29（月） 朝日（朝刊）

54 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　欧州ご訪問、首席随員に � 9.29（月） 日経（朝刊）

55 政治学ではいま、思想・理論研究で新しい潮流が生まれている　田村哲樹・法学研究科准教授は「結論に力点をお
くのではなく、思考課程がこの時代の理論研究の意義だと思う」と論じる

� 9.30（火） 朝日（朝刊）

56 日本ゴマ科学会会長・大澤俊彦・生命農学研究科教授に、ゴマの魅力を聞く� � 9.30（火） 朝日（朝刊）

57 私の履歴書：理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授　競争から強調の世界へ � 9.30（火） 日経（朝刊）

58 日本数学会は、秋季賞に小澤正直・情報科学研究科教授、解析学賞に佐藤健一・本学名誉教授らを選出 � 9.30（火） 中日（夕刊）

59 増子記念病院ますこ健康開発センター「からだげんき塾」10月２日から毎週木曜日開催：島岡清・総合保健体育科
学センター教授らが指導

� 9.30（火）
10.� 9（木）

朝日（夕刊）
中日（朝刊）

60 東海近世文学会例会10月４日開催：塩村耕・文学研究科教授　輪読「熱田宮雀」、堅田陽子さん・本学大学院生�
「『好色五人女』樽屋おせん－事件の背景」�

� 9.30（火） 中日（夕刊）

61 新・地球人フォーラム　持続可能な社会へのメッセージ25日開催：森川高行・環境学研究科教授　� 10.� 1（水） 中日（朝刊）

62 福井康雄・理学研究科教授が、中日新聞に掲載したコラム「紙つぶて」24編を収めて出版 10.� 2（木） 中日（朝刊）

63 リウマチ療養相談会９日開催：金山康秀・医学部附属病院医員　「『新薬』その効果と副作用」 10.� 2（木） 中日（朝刊）

64 竹内恒夫・環境学研究科教授の研究室とNPO法人「中部リサイクル運動市民の会」が、大手スーパーや住宅展示
場の協力を得て、名古屋市内９ヵ所に家庭の不要品リユース拠点を開設　循環型社会実現の可能性を調べる実験を
２ヶ月間行い、利用者の意識を探る

10.� 2（木） 朝日（夕刊）

65 貝淵弘三・医学系研究科教授と藤田保健衛生大学の研究グループは、統合失調症の発症率を高める変異した新たな
遺伝子を発見�

10.� 3（金） 中日（朝刊）

66 第３回名古屋大学インターナショナル・アドバイザリー・ボード２、３日開催 10.� 4（土） 中日（朝刊）

67 叙位叙勲：従四位　榎本太・本学名誉教授� 10.� 4（土） 中日（朝刊）
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68 本学、名城大学、東京大学などの研究グループが、カワウの餌の食べ方や取り方の研究を開始 10.� 4（土） 朝日（夕刊）

69 新総長に濵口道成・医学系研究科長を選出　任期は来年４月１日から６年間 10.� 6（月）
10.� 7（火）

朝日（朝刊）
他５社

70 教育：今津孝次郎・教育発達科学研究科教授　教員免許更新に課題山積� 10.� 6（月） 日経（朝刊）

71 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　偽善エコ？　４� 10.� 6（月） 中日（朝刊）

72 研究室発：吉田佳督・医学系研究科准教授　医療行政の課題を探る� 10.� 7（火） 中日（朝刊）

73 この人：本学で博士の学位を取得した中垣俊之・北海道大学准教授が、単細胞生物「真正粘菌」でイグ・ノーベル
賞を受賞

10.� 7（火）
10.13（月）

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

74 名古屋大学附属図書館2008年秋季特別展「西洋近代思想と永井文庫」６～27日開催 10.� 7（火） 中日（朝刊）

75 本学で博士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏と高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏が
ノーベル物理学賞を受賞

10.� 7（火）
10.� 8（水）

各紙（号外）
朝日他５社

76 平針南学区連合自治会と「平針の里山を守る会」（代表・宗宮弘明・生命農学研究科教授）が、里山保全に指導力を
発揮することを求める要望書を名古屋市に提出

10.� 8（水） 中日（朝刊）

77 新入留学生の生活支援バザーを11～16日に開催　出品物募集 10.� 8（水） 中日（朝刊）

78 ノーベル化学賞を本学で博士の学位を取得したボストン大学名誉教授・下村脩氏が受賞 10.� 8（水）
10.� 9（木）

各紙（号外）
中日（朝刊）
他５社

79 平野眞一総長は本学卒業生２名、元助教授１名のノーベル賞受賞に喜びの会見を開く 10.� 9（木） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

80 秋の園遊会に鵜高重三・本学名誉教授らが招待される 10.� 9（木） 中日（朝刊）

81 老年学：愛知淑徳大学教授・井口昭久・本学名誉教授　悲しみ鈍行に乗せ 10.� 9（木） 朝日（朝刊）

82 名古屋市腎友会・市民公開講座「メタボリック症候群について」12日開催：愛知淑徳大学教授・井口昭久・本学名
誉教授�

10.� 9（木） 中日（朝刊）

83 本学で博士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏、高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏と
ボストン大学名誉教授・下村脩氏のノーベル賞受賞を祝い、理学部棟に２本の垂れ幕が掲げられる

10.� 9（木）
10.10（金）

中日（夕刊）
読売

84 本学で博士の学位を取得したボストン大学名誉教授・下村脩氏のノーベル化学賞受賞が決まり、話題になっている
オワンクラゲの緑色蛍光タンパク質（GFP）が、11日から碧南海浜水族館で展示される

10.10（金）

10.11（土）
10.12（日）

中日（朝刊）
他２社
毎日（夕刊）
読売

85 祝ノーベル賞受賞「小林・益川の理論とは？」と題し10日に講演会を開催 10.10（金）
10.11（土）

中日（朝刊）
朝日（朝刊）
毎日（朝刊）

86 防災減災：福和伸夫・環境学研究科教授　歴史見て地震に備え� 10.10（金） 読売

87 アジア・オセアニアにおける「持続可能な開発のための教育（ESD）」ネットワーク形成～経済発展・都市ライフス
タイル・環境持続性～11日開催：小川克郎・本学名誉教授、林　良嗣・環境学研究科長、竹内恒夫・同研究科教授�

10.10（金） 中日（朝刊）

88 訃報：山崎研治・本学名誉教授� 10.10（金）
10.11（土）

中日（朝刊）
他４社

89 いっしょに学ぼう：山脇幸一・理学研究科教授　宇宙の起源　しつこく追及� 10.11（土） 朝日（朝刊）

90 ノーベル物理学賞が決まった高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏、京都産業大学教授・益川敏英氏・
両本学卒業生と、2001年にノーベル化学賞を受賞した理化学研究所理事長・野依良治・本学特別教授が、日本学術
振興会で初の座談会を行う

10.11（土） 中日（朝刊）

91 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」11日開催：伊藤
忠商事株式会社取締役会長・丹羽宇一郎氏、ジョン・ギャスライト氏・両本学卒業生らが講演

10.12（日） 中日（朝刊）

92 中日新聞を読んで：中西久枝・国際開発研究科教授　新生 JICA が担うもの� 10.12（日） 中日（朝刊）

93 「ウィラブナゴヤ '08」12日開催：今回のテーマは「あつめて、つなげて、ナゴヤ愛！」ウィラブナゴヤ学生委員
長・猪子雅和さん・本学大学院生

10.13（月） 中日（朝刊）
読売

94 長崎弘・医学部助教らの研究グループが、動物実験レベルで家族性腎性尿崩症の治療法を開発� 10.15（水） 日刊工業

95 商品先物取引新時代：家森信善・経済学研究科教授　新しい芽を育てて低迷の打破を 10.15（水） 日刊工業

96 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　４人のノーベル賞　基礎科学の底力枯らすな 10.15（水） 中日（朝刊）

97 環境医学研究所市民公開講座2008「やさしい痛み学」18日開催：村田善晴・環境医学研究所長、水村和枝・同研究
所教授「痛みはどのようにして感じられるか－痛みの神経回路－」、佐藤純・同研究所准教授「天気と痛み」

10.15（水） 中日（朝刊）
毎日（朝刊）

98 和式馬術部が18日に木曽馬で流鏑馬を披露 10.15（水） 毎日（朝刊）

99 小田洋一・理学研究科教授らの研究グループが、魚の逃避行動と神経の働きを観察することに成功　耳と皮膚から
では異なる神経細胞が使い分けられていることを突き止める�

10.15（水） 朝日（夕刊）
他２社
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月10日（月）～24日（月）
場　　所：中央図書館4階展示室
時　　間：9：30～17：00
　　　　　（土曜・祝日は開室、日曜は閉室）

［問い合わせ先］
附属図書館情報サービス課
052-789-3684

2008年附属図書館源氏物語千年紀記念事業
「源氏物語の書物と絵画」

11月11日（火）～11月19日（水）、
11月25日（火）～12月５日（金）
場　所：博物館展示室（11/11～11/19）
　　　　休館日：日・月曜日
　　　　全学教育棟「clas」（11/25～12/5）
　　　　休館日：土・日曜日
時　間：10：00～16：00
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館友の会ボタニカルアート作品展

11月17日（月）、12月11日（木）、
１月20日（火）
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
どなたでも自由に聴講できます。

［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.j ｐ /taisaku/

第44～46回防災アカデミー
第44回（11/17）
講演内容：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）
講 演 者：羽賀友信（長岡市国際交流センター長）
第46回（1/20）
講演題目：「観測データとコンピュータシミュレーションで見る地震の強い揺れ」
講 演 者：古村孝志（東京大学総合防災情報研究センター教授）

11月18日（火）、29日（土）
場　　所：国際開発研究科８階第１会議室
時　　間：15：30～17：30（11/18）
　　　　　13：00～17：00（11/29）
参加無料

［問い合わせ先］
国際開発研究科
浅川晃広講師　052-789-4564

名大移民研究会特別企画（11/18）

論　　題：生き方の文化変容；日本からの中国帰国留学生の自己実現と「制約」
講 演 者：奈倉京子（厦門大学人文学院歴史学系研究員）

第２回名大移民研究会（11/29）

内　　容：中央アジアの移民問題を予定

11月21日（金）
場　　所：附属病院中央診療棟３階講堂
時　　間：14：00～18：00
参加無料

［問い合わせ先］
医学部・石山産学連携コーディネーター
052-744-1987
医学部経営企画課研究協力掛
052-744-2638

名古屋大学医学・バイオ系特許フェア
内　　容：�名古屋大学および近隣の大学の単独出願特許の特許約50件を�

対象にとした医学・バイオ系特許フェア
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月22日（土）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：13：20～16：30
参加無料

［問い合わせ先］
環境学研究科都市環境学専攻
建築事務室　052-789-3587

第10回　まちとすまいの集い
都市を「見る」－歴史・環境・災害－

※要事前申込（申し込み専用ページ　http://www.nuac.nagoya-u.ac.jp/machi/）

11月22日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：13：30～14：30
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第24回博物館コンサート（NUMCo）
「名古屋大学古楽研究会第28回定期演奏会」
演　　目：M. ブラヴェ　ソナタ５番　ニ長調　他

11月28日（金）
場　　所：教養教育院 C36講義室
時　　間：17：00～19：00

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
久保田祐歌研究員　052-789-5386

名古屋哲学教育研究会公開セミナー2008
哲学を専門としない学生にどのように哲学を教えるのか？

第３回セミナー
講　　師：瀬口昌久（名古屋工業大学教授）、
　　　　　青木滋之（名古屋大学非常勤講師）

12月２日（火）～１月31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16回名古屋大学博物館企画展
「愛知の野鳥～環境と多様性」

特別講演会
日　時：12月20日（土）13：30～
題　目：「野鳥を観察する楽しさ」
講演者：高木清和（日本野鳥の会　愛知県支部）

12月３日（水）
場　　所：中央図書館5階多目的室
時　　間：18：00～19：30
参加無料

［問い合わせ先］
附属図書館友の会　052-789-3666

第14回附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」
「女性が学ぶということ

 －日本文学にみる〈女訓書〉の世界－ 」
講 演 者：榊原千鶴（大学院文学研究科助教）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

12月６日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：13：00～14：00
入場無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第25回博物館コンサート（NUMCo）
「名大生によるアカペラコンサート」
演　　目：未定

12月８日（月）
場　　所：文系総合館７階　オープンホール
時　　間：18：15～19：45

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
夏目達也教授　052-789-5693

第74回高等教育研究センター招へいセミナー
「大学職員の能力開発をいかにすすめるか」
講　　師：近森節子
　　　　　（立命館大学大学行政研究・研修センター次長・専任研究員）

12月13日（土）
場　　所：東山キャンパス鏡ヶ池周辺
時　　間：13：00～16：00
定　　員：30名
参 加 費：100円（保険代）

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

野鳥観察会

35NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.186

名大トピックス No.186　平成20年11月17日発行

編集・発行／名古屋大学広報室

本誌に関するご意見、ご要望、記事の掲載などは広報室にお寄せください。

名古屋市千種区不老町（〒464-8601）

TEL 052-789-2016 　FAX 052-788-6272　E-mail kouho@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

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

鶴舞公園陸上競技場で行わ
れた愛知大学との試合

（男子ラクロス部）
（平成20年９月23日）

イベントカレンダー

【訂正とお詫び】
名大トピックス No.185（平成20年10月発行）の５ページ右写真のキャプションに一部誤りがありました。
深くお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

誤：田中尚男愛知教育大学名誉教授
正：中田尚男愛知教育大学名誉教授



１　�昭和29年当時の東山キャンパス。当時の東山には工学部と理学
部しかなく、鉄筋建築も工学部１号館南側建物と、理学部 A館
の一部のみであった。また、現在の文系地区はまだキャンパス
に入っていなかった。左端に見えるのは鏡ヶ池。

２　�昭和38年当時。文系学部や教養部の移転が進み、教育学部が建
設中であった。小林博士、益川博士、下村博士が３人とも名大
に在籍していた年である。

３　�昭和45年当時。41年に農学部の移転も完了、グリーンベルトも
整備されて、現在の東山キャンパスの原形が完成している。

１ ３

２

※�名大平和憲章にもうたわれている、名大の学風「自由闊達」という言葉が使われはじめた経緯などについて、少しでも何かご存じの方がおられましたら、
大学文書資料室（052-789-2046、nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp）までご一報ください。
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　先月、名大卒業生の小林誠博士と益川敏英博士（名大特
別招へい教授）、名大で学位を取得し、教員としても在籍
した下村脩博士がノーベル賞に輝きました。
　小林博士は、昭和38年に理学部に入学し、47年に博士（後
期）課程を修了しました。益川博士は、33年に同学部に入
学し、45年まで同学部の助手を務めました。下村博士は、
30年から２年半、理学部の研究室で研究し、35年に理学部
で博士号を得た後、38年から40年にかけて理学部助教授と
なりました。３人とも昭和30年代から40年代前半にかけて
名大で学び、研究をしていたことが共通しています。
　この時代の名大は、施設面でいえば、現在の東山キャン
パスの原形ができた時期でした。工学部（高蔵地区、昭和
31年）、経済学部・法学部（34年）、文学部・教育学部・本
部（38年）教養部（39年）、農学部（41年）というように、
学部や本部が東山に集まってきました。すでに東山にあっ
た理学部でも A 館の増築や B ～ E 館の新築が、工学部で

は１、２号館の増築や３～６号館の新築がおこなわれまし
た。豊田講堂（35年）、附属図書館（39年、現在の博物館、
年代測定総合研究センター）が建設寄付されたのもこの時
期ですし、学生会館（36年）、嚶鳴寮（36年、現在の国際
嚶鳴館）、職員会館（38年）も建てられました。運動場な
どの「山の上」地区が整備されたのも36年のことです。
　こうして東山キャンパスは、「タコ足大学」から脱却す
ると同時に、木造中心から鉄筋コンクリート建築の並び立
つ景観へと劇的な変化を遂げ、重要な施設も整備されて、
日本の基幹総合大学にふさわしい威容を整えたのでした。
　またこの時期は、伊勢湾台風（昭和34年）で大きな被害
が出たり、２つの安保闘争をはさんだ大学紛争の時代でも
ありました。３人は、こうしたあわただしくも活気に満ち
た雰囲気の中で、ノーベル賞を受賞する研究の基礎をきず
いたのです。

昭和30年代の名古屋大学　―ノーベル賞受賞者を生んだ時代―


	表紙
	目次
	ニュース
	次期本学総長候補者に濵口道成医学系研究科長・教授が選出される
	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」を開催
	第3回名古屋大学インターナショナルアドバイザリーボードを開催
	4つの部局附属施設を設置
	平成20年度名古屋大学地震防災訓練を実施
	山本理事が日中環境協力国際セミナーに出席
	山本理事が第3回材料電磁プロセシング夏の学校に出席
	大学院留学生特別コース学位記授与式を挙行
	安城市立祥南小学校において防災学習を実施
	「ミネソタ大学における国際化推進と留学生支援」セミナーを開催
	第20回経営協議会を開催
	平成20年度名古屋大学新規採用職員フォローアップ研修を実施

	読み物
	[学生の元気] 放置自転車活用型共有自転車「名チャリ」プロジェクト
	[知の先端] 低熱抵抗カーボンナノチューブ/SiC放熱材料を開発（カーボンナノチューブの新用途展開へ）
	[教育のデザインとプラクティス] クリエイティビティの在処
	[知の未来へ] 持続可能な成長体制とは何か―制度の視座から考える

	部局ニュース
	テクノ・フェア名大2008－創造する・開発する・進化する－を開催
	教育学部附属学校説明会を実施
	講演会「小林・益川の理論とは？」を開催
	平成20年度名古屋大学鶴舞公開講座「高齢化の波を乗り越えろ」を開催
	ライフトピア・シンポジウム「高齢期の生活習慣病」第3回「健やかで豊かな長寿のために」を開催
	医系研究棟2号館及び保健学科本館竣工記念式典を挙行
	献体者の冥福を祈り解剖弔慰祭を挙行
	市民公開講座「やさしい痛み学」を開催
	外国人留学生日本語研修コース及び日本語・日本文化研修コース開講式を挙行
	目録システム地域講習会を実施
	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―」を開催
	第89回、第90回博物館特別講演会を開催
	駅ちかウォーキングを実施

	本学関係の新聞記事掲載一覧[平成20年9月16日～10月15日]
	イベントカレンダー
	ちょっと名大史

