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平成21年　新年を迎えて　平野総長と濵口次期総長候補者との年頭対談

●ニュース

平野総長がノーベル賞授賞式等に出席

名古屋大学基金感謝状贈呈式及び

名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサートを開催

第２回日中環境シンポジウムを開催

高等研究院研究者育成特別プログラム（テニュアトラック制度）�

中間成果報告会を開催

都市と農山漁村の共生フォーラムを開催

「キャリアパスフォーラム in 東京」を開催

鈴木特許庁長官が来学、平野総長と会談

平野総長がリサーチャーズビレッジ大幸を視察

第44回、第45回防災アカデミーを開催

現代GP「専門型キャリア教育体系の構築」シンポジウムを開催

第10回教務学生事務担当者実務研修を実施

平成20年度名古屋大学民間企業派遣研修を実施

本学合唱団が日仏国際交流150年祭にてストラスブール大学合唱団と合同公演

平成20年度名古屋大学主任研修を実施

永年勤続者表彰式を挙行

●知の先端

“逃げろ！” と指令するニューロンから見つけられた脳の構成原理

小田　洋一（大学院理学研究科教授）

●学生の元気

平成20年度名古屋大学体育会会長表彰　表彰式

平成20年度名古屋大学体育会会長表彰　受賞者及び受賞団体のことば

●部局ニュース

陝西師範大学との国際シンポジウムを開催

オープンセミナー「高等教育マネジメント Ed.D. を語る」を開催

講演会「発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ」を開催

韓国・忠南大学との国際交流セミナーを開催

「医学・バイオ系特許フェア」を開催

附属農場動物塚において動物慰霊祭を実施

第10回まちとすまいの集いを開催

国際シンポジウム及び外部評価委員会を開催

真鍋淑郎特別招へい教授による特別講演会を開催

源氏物語千年紀記念展示会を開催

第８回東海北陸地区 CSI 事業報告会を開催

第14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

第92回特別講演会を開催

「古楽演奏会」及び「アカペラコンサート」を開催

キャンパス探鳥会及び野鳥撮影会を開催

秋の野外実習「ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵」を開催

●名大を表敬訪問された方々

●受賞者一覧

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成20年11月16日～12月15日

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

坂田記念史料室　―世界の物理学史を語る―
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 本学が国立大学法人化し激動の年となった平成16年４
月に就任した平野眞一総長の任期が今年３月末で満了と
なります。対談では、次期総長候補者として選出された
濵口道成医学系研究科長を迎えて、平野総長の４年９ヶ月
間について総括し、また、昨年１年間の出来事を振り返る
とともに、今後の抱負を語り合いました。

平野　皆様、明けましておめでとうございます。新しい年
を迎えられて、気持ちを新たに、心弾ませておられること
と思います。まずは昨年の本学の活動に、皆様から多大の
ご協力をたまわりましたことを厚く御礼申し上げます。私
の任期は本年３月末までですが、それまで濵口先生と密に
連絡を取り合いながら、大学の運営に精一杯務めていきた
いと思っております。
濵口　明けましておめでとうございます。平野先生は第１
期中期目標期間中、大変困難な時代に総長という大役を担
われ、大学のあるべき姿の骨格と発展の礎をつくられまし
た。本当に奮闘されたと思います。また、多くの建物を新
築造営されて、素晴らしいキャンパスをつくられました。
私は平野先生の成果を引き継ぎつつ、いかに名古屋大学を
発展させるか、鋭意努力していくつもりですので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

大学運営について
平野　まず大学運営についてお話しします。私は総長就任
の半年後に「大学運営の基本姿勢」を公表し、それに基づ
いて皆様方の協力を得て４年半余り、本学を運営してきま
した。大学が行うべき使命として教育、研究、社会貢献に
努め、環境整備に腐心してきました。加えて、本学をさら
に国際的なプレゼンスがある大学として理解していただけ

るように、国際的な活動をしてきたつもりであります。た
だこれだけ大きな大学ですので、全構成員に私の気持ちが
十分伝わったか、危機感を持って意識改革に目覚め、動い
てもらえたかというと完全ではなく、反省すべきところも
あります。大学は、まだまだ厳しい環境に置かれています
が、濵口先生においては是非、良い形で盛り上げていただ
きたいというのが私の願いであります。
濵口　当初はアメリカの住宅金融の破綻に過ぎないと思っ
ていたサブプライムローン問題がどんどん拡大して、今で
はこの地方の経済に深刻な打撃を与えています。この世界
的な経済危機、荒波の中で大学がどう発展し、生き延びて
いくかを考えなければいけない時代に直面していますが、
名古屋大学の基本的な骨格は平野先生がしっかりつくられ
たので、その面での不安はありません。本学には高度な知
識と見識を持った、中部地区でも選び抜かれた最高の人材
が集まっています。ですからどんなに厳しい時代が待って
いようと、それを十分乗り越えられる力のある組織体だと
思います。どのように乗り越えるか、それには組織運営と
人材育成の二つをどう図るかが重要です。
　人材育成に関しては、国際的通用性、精神的・社会的な
自立、複眼的な視点の３点が大切です。外国に行かれた方
はよく「外国に行ってはじめて日本文化の良さ、奥深さが
わかった」と言います。私も３年ほどニューヨークへ行っ
た折りに、真の国際的通用性を持つには、日本の文化を理
解し古典や近代文学を学ぶことが必要だと痛感しました。
また、医学部と工学部の連携研究を進める中で、異なる分
野の人材が協力し合うことで複数の視点を持った人間が
育ってきたことを実感しました。これらの観点に立ち、人
材育成をさらに具体化したいと思います。
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１年を振り返って─施設の充実
平野　昨年を振り返って強く印象に残っているのは、トヨ
タ自動車並びに関連会社からのご寄附を得て、豊田講堂の
改修が昨年２月に竣工できたことです。外観が綺麗にな
り、講堂内の音響効果が飛躍的に改善され、舞台が改修さ
れて非常に使いやすくなりました。また、ホワイエを間に
入れてシンポジオンホールとの一体化ができ、利活用のし
やすい素晴らしい講堂に生まれ変わりました。
　教育、研究には創造性が必要ですが、本学には芸術関係
の学部がありません。そのため私は以前から豊田講堂で芸
術的な催しをしたいと考えていたのですが、12月に開催し
た名古屋フィルハーモニー交響楽団による演奏会で実現す
ることができました。今後、豊田講堂は学生や教職員、地
域の方々がクリエイティブなものに触れられる施設になっ
てほしいと希望しています。
濵口　私も一番記憶に残っているのは豊田講堂の改修で
す。学生の頃は合唱団に入っていたので、改修された講
堂の音響のよさには驚きました。しかし本当に驚いたの
は、平野先生の、名フィルをここに呼んで演奏してもらう
という発想ですね。大学というのは知の拠点としてだけで

なく、文化の殿堂としても幅広く活動しなければなりませ
ん。大学がバランスよく発展していくためには、やはり文
化を大切にすることが重要だと実感しております。
平野　国からの運営費交付金が次々と削減される中、本学
の運営費交付金は、今年度、教職員の皆様の協力のおかげ
で実質的な増額となりました。教育研究活動を前進させら
れるほか、施設面でも充実を図ることができました。昨年
は多くの建物の耐震化のほか、鶴舞キャンパスの基礎研究
棟、外来診療棟等の新築、整備を行いました。地域医療の
最後の砦であるべき本学の大学病院が、患者さんの安心・
安全な診断治療の場として、あるいは基礎研究、先端研究
の場として、さらに良い形で展開することを期待しており
ます。
濵口　実は私が医学系研究科長になった時、教授会で先生
方に「各教室にヘルメットを配備せよ」と真面目に要求さ
れました（笑）。基礎研究棟は、とても古い建物で耐震性
能も悪く危険だったのです。医系研究棟２号館の新築が実
現して本当に良かったと思います。建物に入ってくる学生
が皆、笑顔なのですね。居心地が良いのか遅くまで残って
いる学生も多くなりました。
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平野　建物というのは人の気持ちにものすごく影響しますか
ら、やはり良い環境で教育研究を行っていただきたいですね。
　施設では、永年の望みでありました超高圧電子顕微鏡の
新設費用が今年度に全額措置されることになりました。本
学にとって超高圧電子顕微鏡は、開発時点から日本をリー
ドしてきた伝統ある学問のもとになっております。そこで
日本の中枢の顕微鏡として新たに設置したいと国にお願い
を続け、ようやく平成21年度に完成の運びとなります。こ
れにより、本学が伝統的に強い分野をさらに増強できると
自負しております。
　学生の福利厚生の建物は国から予算が付かないため、い
かに学内で計画的に建設するかを腐心してきましたが、関
係各位のご協力のおかげで南部食堂の全面改築に入ること
ができました。完成は来年の予定で、これで昼休みの間に
学生が行列を作ることが解消できると思います。
　さらに、これまで数の少なかった留学生専用の寮です
が、来年度に約100人が入ることのできる寮を建てること
になりました。現在、海外から日本に留学生を多数迎える
という留学生30万人計画の実現のため、様々な施策が進ん
でおりますが、そのためにも大学のインフラ整備は必要で

す。寮は設計段階に入っており、優秀な留学生を良い環境
の中にお迎えしたいと希望しております。

１年を振り返って─国際的な人材の育成
平野　留学生を迎えるだけでなく、日本人が海外へ行くこ
とも同時に奨励することが必要です。私は以前から学生
に、少し時間を取って海外に滞在し、自分のあるべき姿を
見直し、向こうの学生や先生方に触れて、自分の将来の学
問の基盤を作ってもらいたいと思っていました。そこで博
士課程後期課程の学生に海外研修をしてもらう予算を作
り、一昨年から始めました。加えて国際化のために必ず英
語力を身に付けてほしいと、今年４月から全新入生に英語
の試験をし、習熟度に応じたクラス分けを行い、英語教育
を強化することにしました。国立大学の中ではまだ珍しい
取り組みだと思いますが、是非、自分の教養の一つとして
英語を身に付けてほしいと希望しております。
濵口　学生の国際的な視野を広げるということは大変、重
要なことだと思います。医学部では10年ほど前から、６年
生を10～15名ほど３か月弱、英語圏、ドイツ語圏の海外協
定校へ送り出してきました。それまで頼りなかった学生
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１　豊田講堂
２　豊田講堂改修竣工式・同竣工記念ホームカミングデイ
　　からくり人形実演
３　豊田講堂改修竣工式・同竣工記念ホームカミングデイ
　　トヨタ・パートナーロボットによる楽器演奏
４　名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート
５　新築された医系研究棟２号館
６　耐震改修後の工学部３号館

１ ４

２ ３ ５ ６



が、帰国後は自分の意見をしっかり言い、判断力も増して
いる。自立とはこういうことかと実感させられます。違う
文化の中で格闘するということは人間形成上、大きな糧と
なり、生涯の宝物になります。海外研修制度でそれをもっ
と自由にできるような環境を作りたいと思っております。
平野　大変嬉しかったのが、10月にノーベル物理学賞に
益川敏英先生と小林　誠先生、ノーベル化学賞に下村　脩
先生という、３名の本学関係者がノーベル賞を受賞された
ことです。名古屋大学の自由闊達な学風のもとに基礎科学
に邁進し、良い人を育てたいという教育のなかで育った、
その一つの成果ではないかと思います。今後、本学がさら
に自信を持って教育研究に、基礎科学の発展に尽くしても
らえるのではないかと期待しております。
濵口　確かにノーベル賞は素晴らしいニュースでした。し
かしこれから考えていかなければいけないのは、３人の先
生が活躍された頃の本学の学風、空気ですね。戦後間もな
くの開放感や自由に対する枯渇感、学問に対する強い情熱
など、当時の価値観というものをもう一度評価しなければ
いけない気がします。同時に、現代は情報が氾濫しており、
学生が情報の処理に追われています。この時代にいかにし

て、平野先生が繰り返しておっしゃっている自由闊達な空気
というものを、学生にも卒業生にも根付かせていくかを考え
なければいけないと、ノーベル賞を契機に痛感しております。

今後の抱負
平野　３月末の任期満了まで引き続き基盤強化に努めると
ともに、法人化後２期目の中期計画づくりを濵口先生をは
じめとする新執行部の方々と連携を取りながら完了したい
と思っております。また、本学の創立70周年記念事業を10
月に予定しておりますので、それに備えての準備に精一杯
努力をするつもりです。
濵口　今後の課題で二つ大きなことは、創立70周年記念事
業と名古屋大学基金だと思います。本学は中部地区、ひい
ては国の中枢になる人材を育成していかなければなりませ
ん。そのためには平野先生が考えられた名古屋大学基金を
充実させることがとても大切です。その一環として70周年
記念事業をどのように準備するかを、これから工夫してい
きたいと考えております。
平野　さらに、共同大学院の創薬科学研究科創設に向け
て、良い形で準備ができるように最後まで検討を続けてい
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平成20年度グローバル COE プログラム採択一覧

分野 拠点リーダー 所属・職名 拠点のプログラム名称

医学系 祖父江　元 大学院医学系研究科・教授 機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点

数学、物理学、地球科学 杉山　　直 大学院理学研究科・教授
宇宙基礎原理の探究
－素粒子から太陽系、宇宙に至る包括的理解－

機械、土木、建築、その他工学 福田　敏男 大学院工学研究科・教授 マイクロ・ナノメカトロニクス教育研究拠点



くつもりです。
濵口　本学は旧帝国大学の中でも薬学部のない非常に稀な
大学です。しかし大学の歴史を振り返ってみますと、平田

（義正）先生や野依（良治）先生、下村（脩）先生など、
化学や物質、生理活性物質の先生方が非常に素晴らしい業
績を上げてこられて、その伝統は今も大学の中に脈打って
いると思います。一方、医療の現場では、名古屋大学医学
部というのは臨床研究に非常に伝統があり、たとえば勝沼

（精藏）先生や、最近ではトモグラフィーの原理を発明さ
れた高橋（信次）先生のように現場で生きる発明をされた
先生がいます。そうした伝統を生かし、なおかつ現場の
ニーズにも合った研究のできる研究科を創設したいと思っ
ております。
平野　単に薬学ではなくて、広い意味の新しい創薬を目指
す研究者を育てられるような環境をつくりたいですね。私
立大学の方々とも良い連携を取ってチームを組み、次代を
担う人たちを育てる必要があると思っております。
濵口　名古屋大学というのは、よく新入生の出身地が中部
地区に偏っていると言われますが、私はそれで良いと思い
ます。入る時はドメスティックに、出る時はインターナ

ショナルにというのが、大学が果たすべき役割だと思いま
す。アメリカのグローバリゼーションというものに綻びが
見えている今、やはり土着文化とも言うべきものをしっか
り心の中に持って、インターナショナルに活動できる人材
を育てなければいけません。
　明治維新の頃になぜ日本が急速に発展を遂げたかといえ
ば、それは徳川時代の識字率の高さ、学問の高さがあり、
質実剛健な日本人の文化、地方の文化の多様性があったか
らではないでしょうか。生物の多様性が生命の基本である
とするなら、文化の多様性は我々人類がこれから発展して
いくための一番の基本になると思うのです。ですから、ド
メスティックな精神を持ちながらインターナショナルに活
躍できるような人材を育てたい。そのためには日本文化を
勉強し、英語を話せて、英語で我々の力強さを語ることの
できるような環境の大学にしたいと願っております。
　平野先生がつくられた礎の上に、人材育成をさらに発展
させ、世界のどこでも勝負ができる名古屋大学卒業生を育
成するため頑張りたいと思いますので、平野先生同様、引
き続き皆様のご支援をいただきたいと思っております。ど
うぞよろしくお願いいたします。
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１　小林博士、益川博士のノーベル物理学賞受賞決定を喜ぶ若手研究者ら
２　ノーベル賞授賞式会場
３　第３回インターナショナルアドバイザリーボード
４　第４回ホームカミングデイ　サイエンスショー

１ ２

３ ４



2008 年の主な動き

１月 ・��「分析・診断医工学による予防早期医療の創成」プロジェクト　第２回シンポジウムを開催
・��タイ・チュラポーン研究所及びチュラポーン大学院大学と全学間学術交流協定を締結
・��平成19年度省エネルギー実施優秀事例グループ「経済産業大臣賞」を受賞

２月 ・��豊田講堂竣工記念式典・ホームカミングデイを開催
・��ESD（持続可能な開発のための教育）促進ワークショップ・国際シンポジウムを開催
・��「分析・診断医工学による予防早期医療の創成」プロジェクト　名古屋大学フォーラム2008「新しい医療のかたち～大学と企業のあ
らたな挑戦」を開催

・��第２回ファシリティマネジメント大賞「優秀ファシリティマネジメント賞」を受賞
・��医学部附属病院外来棟が完成

３月 ・��医学系研究科トータルヘルスプランナー（THP）養成コース設置記念シンポジウムを開催
・��本学を含む大学連合と愛知県との間でシンクロトロン光利用施設の整備・運営のための支援協力に関する協定を締結
・��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」開設記念産学フォーラム「日本から世
界へ」を開催

・��ブラザー工業株式会社と産学連携に関する協定を締結
・��ミネソタ大学、インドネシア・バンドン工科大学と全学間学術交流協定を締結
・��2008愛知環境賞を受賞
・��医系研究棟２号館、医学部保健学科校舎、工学部３号館、工学部６号館、地球水循環研究センター本館、大幸地区体育館が完成

４月 ・��法学研究科附属法情報研究センターを設置
・��地球生命圏研究機構を設立
・��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
・��NHK 名古屋文化センターとの連携により大河講座「ひとの大学」を開講
・��カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）と全学間学術交流協定を締結
・��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」を開催

５月 ・��平成20年度科学技術振興調整費新規課題に２件採択される
・��理学部 C・D館、古川記念館が完成

６月 ・��平成20年度グローバル COE プログラムに３件採択される
・��第２回学術シンポジウム　学術と「産学連携」～産学連携とひとづくり～を開催
・��三井住友銀行と産学連携推進に関する協定を締結

７月 ・��高等研究院名古屋大学レクチャー2008を開催
・��平野総長がG8大学サミットに出席
・��宇宙航空研究開発機構との連携協力に関する協定を締結
・��高エネルギー加速器研究機構との連携・協力の推進に関する協定を締結
・��サー・ハロルド・クロトー博士と飯島澄男博士に名古屋大学レクチャラーの称号及び表彰楯を授与
・��第４回 AC21国際フォーラムをノースカロライナ州立大学において開催
・��社会貢献人材育成プログラムが発足

９月 ・��カンボジアに日本法教育研究センターを設置、全学同窓会カンボジア支部を設立
・��平野総長が中国科学院から「アインシュタイン・プロフェッサー」の称号を授与される
・��東海テレビとの連携により「名古屋大学学びの秋講座」を開講

10月 ・��文学研究科附属日本近現代文化研究センター、理学研究科附属タウ・レプトン物理研究センター、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工学研究科附属計算科学連携教育研究センターを設置

・��第３回インターナショナル・アドバイザリー・ボードを開催
・��濵口道成医学系研究科長を次期総長候補者に選出
・��小林　誠博士、益川敏英博士がノーベル物理学賞、下村　脩博士がノーベル化学賞を受賞
・��第４回ホームカミングデイ、全学同窓会第６回総会を開催
・��リサーチャーズビレッジ大幸が完成

11月 ・��第６回東京フォーラムを開催
・��国際環境人材育成センターを設置、国際環境人材育成プログラム発足記念シンポジウムを開催

12月 ・��平野総長らがノーベル賞授賞式に出席
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対談を終え握手をする平野総長（右）と濵口次期総長候補者

年
頭
対
談



　2008年ノーベル賞授賞式が、12月10日（水）、スウェーデ
ン・ストックホルムにおいて挙行され、本学から平野総長、
近藤理学研究科長、山脇幸一理学研究科教授等が出席しま
した。
　2008年のノーベル賞受賞者のうち、物理学賞の益川敏英
京都産業大学教授及び小林　誠日本学術振興会理事、化学
賞の下村　脩ウッズホール海洋生物学研究所上席研究員
は、いずれも本学において理学博士の学位を取得した研究
者であり、総長等はノーベル財団から同授賞式への招待を
受けたものです。
　授賞式に先立ち、12月８日（月）には、ストックホルム大
学において受賞記念講演会が開催され、小林博士、益川博
士、下村博士がそれぞれ講演を行いましたが、３氏は揃っ
て講演の中で、本学において研究の基礎を築いたことを紹
介しました。また同日夜には、ノーベル賞コンサートが催
されました。
　翌９日（火）午前、総長一行は日本学術振興会ストックホ
ルム研究連絡センターを訪問し、日本の大学の国際化、英
語教育の重要性、スウェーデン研究機関との学術交流の可

能性等について意見交換を行いました。また午後には、在
スウェーデン日本大使館主催のレセプションに出席し、総
長は受賞者３氏と懇談を行いました。
　10日、午後４時30分からストックホルム・コンサート
ホールにおいて授賞式が執り行われ、総長一行は３氏の受
賞場面を感慨深く見守り、午後６時過ぎに式はつつがなく
終了しました。その後、場所をストックホルム市庁舎に移
して晩餐会が開催されました。
　一連の行事を終え、総長は、「ノーベル賞授与式は、厳
粛な雰囲気の中にも温かみを感じる大変素晴らしいセレモ
ニーであった。また、ノーベル財団による『基礎研究の検
証には時間がかかるが注視し、基礎研究から派生した先端
領域、学際領域にも目を向けていかなければならない』と
いう考え方は、私も全く同感であり感銘を受けた。学問を
ある一点でとらえることなく、学術成果がどのように育っ
てきたかに着目する姿勢は、学問に携わる者として日頃か
ら心がけていることであり、本学の学生にも伝えていきた
い。」との感想を述べました。
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左から　小林博士、益川博士、下村博士、平野総長

ノーベル財団レセプションの様子 日本大使館主催レセプションの様子
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平野総長がノーベル賞授賞式等に出席



　12月４日（木）、豊田講堂第１会議室において、名古屋大
学基金感謝状贈呈式が、平野総長をはじめ理事、副総長、
部局長及び幹部事務職員の列席のもと挙行されました。
　この感謝状贈呈式は、平成18年３月に本学創立70周年記
念事業の一環として設立された名古屋大学基金に100口以
上の寄附をされた個人の方に感謝状及び記念品を贈呈し、
感謝の意を表すため、今回、基金設立以降初めて執り行わ
れたもので、対象者52名のうち代理出席を含めて16名の方
が出席しました。
　はじめに総長から、同基金の趣旨に賛同され、いち早く
支援いただいたことに対する感謝の言葉とともに、基金を
有効に活用し、寄附者の方の期待に沿うよう大学運営に精
一杯あたっていきたいとの決意が述べられた後、一人ひと
りに感謝状が贈呈されました。
　贈呈式後に行われた懇談会では、本学に対する期待と激
励の言葉が寄せられるなど、大変有意義な機会となりました。
　なお、今後、同基金への高額寄附者の方々を本学主催の
行事に招待する予定であり、来年度には、20口以上の寄附
者のご芳名を銘板に刻み、豊田講堂内に設置し、10月17日

（土）に開催する本学創立70周年（創基138周年）記念式典
に併せて銘板除幕式を執り行う予定です。

　また、同日、本学創立70周年記念事業のプレ事業として、
豊田講堂ホールにおいて名古屋フィルハーモニー交響楽団
コンサートが開催されました。
　このコンサートは、「新たに生まれ変わった豊田講堂で
文化的活動に積極的に取り組み、文化の香り漂う施設とし
ていくことは、大学の使命の１つ」であり、「教職員及び
学生が教育・研究に取り組む上で芸術に触れることは大い
にプラスとなる」との豊田章一郎全学同窓会会長や総長の
思いと、神尾　隆財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽
団理事長をはじめとする関係者の尽力により実現に至った
ものです。
　コンサートには、名古屋大学基金感謝状贈呈式の出席者
をはじめ、同基金への協力者を多数招待する一方、多くの
応募者の中から抽選により教職員及び学生が参加し、合わ
せて約1,100名が、川瀬賢太郎氏の指揮による同交響楽団
の素晴らしい演奏を楽しみました。
　なお、本年10月24日（土）にも、創立70周年記念事業とし
て、同窓生、在校生の保護者、教職員 OB、教職員及び学
生をはじめ一般市民の方も対象に同交響楽団コンサートを
開催予定です。
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感謝状贈呈の様子

コンサート会場の様子
（左から神尾理事長夫妻、豊田会長夫妻、平野総長夫妻）

お礼のことばを述べる平野総長

コンサートの様子

名フィルコンサート プログラム
フンパーディンク
　�歌劇「ヘンゼルとグレーテル」
　　前奏曲
シベリウス
　「カレリア」組曲 作品11
　悲しきワルツ 作品44-1
　交響詩「フィンランディア」作品26
―休　憩―

チャイコフスキー
　バレエ組曲
　　「くるみ割り人形」作品71a
フンパーディンク
　歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より
　　「夢のパントマイム」
バッハ
　G線上のアリア（アンコール曲）
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名古屋大学基金感謝状贈呈式及び
名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサートを開催



　11月28日（金）及び29日（土）、上海交通大学閔行キャンパ
スにおいて、本学及び上海交通大学の共催による第２回日
中環境シンポジウムが開催されました。
　同シンポジウムは、本学のエコトピア科学研究所、環境
学研究科、地球水循環研究センターと上海交通大学の環境
学院、エネルギー学院が連携し、「環境とエネルギー」を
テーマとして、２日間にわたり開催されたものです。
　シンポジウムでは、両大学から教員、研究員、学生等が
多数参加しました。冒頭、平野総長、張　傑上海交通大
学長のあいさつの後、松井エコトピア科学研究所長、林
環境学研究科長、北川邦行エコトピア科学研究所副所長、

　彦卿上海交通大学環境学院長を始め本学及び上海交通
大学の20名以上の研究者から「環境とエネルギー」に関す
る様々なテーマ（原子力、交通、燃料電池、風力発電、水
素生成等）の研究成果発表があり、活発な質疑応答及び議
論がなされました。同シンポジウムを通じて、本学と同大
との共同研究を一層推進し、両大学の交流と連携を深める
ことができました。なお、次回シンポジウムは来年度本学
において開催される予定です。
　シンポジウム開催に併せて、本学の留学説明会が実施さ
れ、上海交通大学の協力のもと、本学の法学、工学、医学、
情報科学、環境学の５研究科から教員９名が説明を行いま
した。説明会では、本学の教育等に関する全体説明や授業
料免除、奨学金、宿舎など留学生に対する生活上の支援な
どについて紹介があった後、各研究科の教員から教育研究
内容等について詳細な説明が行われました。参加した上海
交通大学の学生たちはメモを取りながら熱心に聞き入って
いました。

　また、平野総長は、同大隣接地につくられた紫竹サイエ
ンスパークを訪れ、日系企業で現地に研究施設を設置して
いる東レ、オムロンを視察しました。このサイエンスパー
クは、日本を始めとする外国の有名企業による研究拠点が
集まり、上海交通大学等中国のトップレベルの大学と連携
し、技術開発を推進するために造成されたものです。
　さらに、28日夜には、同大教師活動センターにおいて全
学同窓会上海支部主催による懇親会が開催されました。上
海地域在住の中国人同窓生が数多く駆けつけ、出席した総
長、林環境学研究科長、宇田川幸則上海事務所長等、本学
からの教員の来訪を歓迎するとともに、本学関係者のノー
ベル賞受賞等の話題もあり盛会となりました。
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日中環境シンポジウムにおいてプレゼンする平野総長

留学説明会の様子
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第２回日中環境シンポジウムを開催



　12月７日（日）、野依記念学術交流館において、本学と国
立大学協会の共催により、「都市と農山漁村の共生フォー
ラム」が開催されました。
　2010年10月に「生物多様性条約第10回締約国会議」

（COP10）が名古屋で開催されることが決定していますが、
日本の生物多様性の源である里山や里海が、耕作地・人工

林の放棄や外来種の混入等により喪失の危機にあると言わ
れています。このフォーラムは、その実状を正しく捉え、
解決に向けてできる事を考えるための市民に開かれた場と
して開催されました。当日は、会社員や行政・NPO 職員、
研究者、学生、主婦など108名の来場があり、うち66% が
20－30代で、若者の関心の高さが伺えました。
　午前中は、「つなぐ人ミーティング」と称して、実際に
地域活動に従事する人たちを中心に、実例発表やグループ
ワークが行われました。
　午後には、あん・まくどなるど国連大学高等研究所
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット所長と、
澁澤寿一 NPO 法人樹木環境ネットワーク協会専務理事に
よる基調講演があり、引き続いて、この２名に加藤栄司愛
知県交流居住センター事務局長、高野雅夫環境学研究科准
教授を加えた４名によるパネルディスカッションが開催さ
れました。
　フロアからも積極的に意見が述べられるなど、来場者の
熱心な様子が伺われました。

　12月１日（月）、野依記念学術交流館カンファレンスホー
ルにおいて、高等研究院研究者育成特別プログラム（テ
ニュアトラック制度）中間成果報告会が開催されました。
本学の教職員や大学院生など約100名が参加し、熱気溢れ
る盛況となりました。
　同プログラムは、文部科学省科学技術振興調整費「若手

研究者の自立的研究環境整備促進」事業の一環として採択
されたもので、同プログラムで採用した特任教員の任期は
５年であり、３年目と最終年に中間審査および最終審査を
行い、可となれば推薦部局のテニュア（任期なし）教員と
なります。本年度は３年目にあたり、採用時に設定した中
間目標の達成度を評価する目的で、書面審査および中間成
果報告会でのヒアリングを中心とする中間評価を実施して
います。
　報告会は、斎藤　進高等研究院専任教員の司会により進
められ、近藤院長のあいさつの後、13名の同プログラム特
任教員が、宇宙・環境分野、物質科学分野、医学分野、生
命科学分野の４分野にわたり、Science 誌等に掲載される
ようなレベルの高い研究成果を報告しました。それぞれの
報告後には、活発な質疑応答が行われ、最後に、坂神洋次
副院長が閉会の辞を述べて終了しました。
　今回の報告会は、特任教員間の相互理解を深めるための
異分野研究交流の機会ともなっており、学際分野の創出や
共同研究などへとつながることも期待されます。
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パネルディスカッションの様子

あいさつする近藤院長
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都市と農山漁村の共生フォーラムを開催

高等研究院研究者育成特別プログラム（テニュアトラック制度）
中間成果報告会を開催



　12 月５日（金）、鈴木隆史特許庁長官が来学し、本部第
２会議室において、平野総長と会談しました。
　今回の同長官の来学は、大学における特許の現状につい
て意見を交わすため、関連する活動が活発な大学を複数校
訪問しているもので、本学へは、東京大学および京都大学
に次ぐ訪問となりました。

　会談では、大学の特許戦略を中心に産学官連携について
議論を交わし、鈴木長官からは、「特許システムは日本の
イノベーションに大きな役割を果たす」、「各国の企業で
も産学官連携を中心とした意見交換が多く行われている」、

「日本でも特許行政に大学が果たす役割は大きい」との発
言がありました。
　総長からは、現在の特許行政に対する要望や課題が述べ
られ、同席した産学官連携推進本部の笠原久美雄知的財産
部長、阿部正廣国際連携部長から、本学の産学官連携と特
許に関する体制と戦略が説明されました。
　意見交換の場では、議論が白熱し、予定していた資料説
明の時間が無くなるほどであり、最後に鈴木長官から「平
野総長の意見は、これからの特に大学を向いた特許行政を
進めるうえで大いに参考になりました。今後は企業や他大
学にも紹介していきたい。」との発言があり、会談は終了
しました。

　12月13日（土）、東京ステーションコンファレンスにおい
て、キャリアパスフォーラム in 東京が開催されました。
　このフォーラムは、文部科学省「科学技術関係人材の
キャリアパス多様化促進事業」の一環として、産学連携推
進本部キャリアパス支援室の主催により行われたもので、
ポスドク、大学院学生、企業の人事部やキャリアカウンセ

ラーなど、100名以上の参加がありました。
　当日は、はじめに、ポスドク問題を取材したテレビ局、
企業の博士採用について調査したシンクタンクから、それ
ぞれの取材や調査内容について報告があり、また、ソニー
株式会社及び日本メナード化粧品株式会社の担当者から、
博士が社会でどう活躍できるのか、企業側の意見が紹介さ
れました。
　後半は、ポスドクから転身して企業で活躍しているキャ
リアパス支援室の登録者から、実体験が生々しく語られ、
会場では活発な質疑応答がなされました。
　現在の社会情勢においては、博士学位取得者の活躍の場
を拡大させることは容易ではありませんが、このフォーラ
ムが、博士たちが新たな第一歩を歩み出すための一助と
なったことが伺われます。
　この事業は本年度で終了しますが、全国の博士学位取得
者を対象に個別相談を中心として支援を行うキャリアパス
支援室の取り組みは、来年度以降も本学社会人材育成本部
の一組織としてさらに発展させる予定であり、シンポジウ
ムを機に相談を寄せてきた博士への支援は今後も続けてい
く予定です。
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鈴木特許庁長官が来学、平野総長と会談

「キャリアパスフォーラム in 東京」を開催



　11月17日（月）、環境総合館レクチャーホールにおいて、第
44回防災アカデミーが開催され、「TSUNAMI 文化を世界
へ！」と題して首藤伸夫日本大学教授が講演を行いました。
　日本の津波研究・津波防災は世界をリードしており、本
学でも2004年12月26日のスマトラ沖地震津波に対して、津
波発生の１ヶ月後から定期的に調査団を派遣し、知見や教
訓の収集・発信に取り組んでいます。今回は、津波研究の
世界的権威である首藤教授から、「TSUNAMI」に関する
知見や教訓をどのように世界に発信することで防災に役立て
られるのかについて、豊富な事例をもとに解説がなされま
した。特に「大地震・津波災害は東海地方でも他人事では
なく、長期にわたって教訓を引き継いでいくことが大切で

ある」という提言に参加者一同は深くうなずいていました。
　12月11日（木）には、第45回防災アカデミーが開催され、
羽賀友信長岡市国際交流センター長による「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」と題
した講演が行われました。
　被災地では、外国人は災害時要援護者としてさまざまな
不便を強いられます。羽賀センター長は、2004年新潟県中
越地震、2007年新潟県中越沖地震において外国人が十分な
支援を受けられない事態に現場対応を行ってきました。ア
カデミーでは、「災害時の異文化コミュニケーションのあ
り方」について、言葉・文化の問題に私たちがどう取り組
むべきかについて紹介されました。

　12月１日（月）、10月末に改修工事を終えたリサーチャー
ズビレッジ大幸を、平野総長が視察しました。
　この建物は、昭和54年に附属病院分院の看護師宿舎とし
て建設されたもので、平成８年に附属病院分院が鶴舞本院
に統合されてからは宿舎としての役目を終え、その後は倉
庫として利用されてきました。本学ではここ数年来、毎年

1,000名前後の外国人研究者を受け入れており、数か月以
上滞在する外国人研究者用の居住施設の整備が急がれてい
ました。このような状況を踏まえ、今年度、外国人研究者
の居住施設として同宿舎を再生させる改修工事を行ったも
のです。
　同施設は、本学において比較的長期間（１年程度）教育
又は研究に従事する単身の外国人研究者が居住することを
想定しており、改修前は、各個室は６畳一間、共同便所、
共同風呂でしたが、今回の改修によって個室２室を１室と
し、各室内にバス・トイレ及びキッチンを備えました。居
室は全部で14室あり、そのうち１室はバリアフリー仕様と
なっています。各室には３か所給湯、エアコンが装備され、
冷蔵庫、電子レンジ、液晶テレビなどの家具が備えられて
いるほか、インターネットへの接続や、セキュリティー対
策も考慮され居住環境の充実が図られています。
　また、省エネルギー対策として、外部サッシの複層ガラ
ス化のほか、外壁には外断熱を採用しています。
　この施設は本年１月の利用開始を予定しており、既存の
外国人研究者用居住施設とともに、本学の国際交流の更な
る進展に向けてその利活用が大いに期待されます。
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第44回、第45回防災アカデミーを開催

平野総長がリサーチャーズビレッジ大幸を視察



　11月14日（金）、国際開発研究科８階多目的オーディトリ
アムにおいて、現代 GP「専門型キャリア教育体系の構築」
シンポジウムが開催されました。
　このシンポジウムは、文部科学省「現代的教育ニーズ取
組支援プログラム（現代 GP）」に採択された「専門教育
型キャリア教育体系の構築」の一環として、現代 GP キャ

リア支援・教育開発センターの主催、教育発達科学研究科、
国際言語文化研究科、高等教育研究センター及び名古屋産
業教育研究会の共催により実施されたもので、学内外から
約50名の参加者がありました。
　はじめに、杉山理事から開会のあいさつがあり、次に、
内藤由治ポッカコーポレーション名誉会長から基調講演が
ありました。続いて、渡辺三枝子筑波大学キャリア支援室
長、三輪憲次日本福祉大学教授、野口哲男経済産業省中部
経済産業局地域経済部長、寺田盛紀教育発達科学研究科教
授の４名が、大学及び行政における大学生へのキャリア支
援・キャリア教育の実態および展望について報告を行い、
その後、これからのあり方についてフロアを含めたディス
カッションが行われました。
　参加者からは、キャリア教育・支援に関する各大学の事
例や最新の動向を共有化し、本学の取り組み内容を知るこ
とができ、大変参考になったとの感想が寄せられました。

　11月18日（火）、環境総合館レクチャーホールにおいて、
第10回名古屋大学教務学生事務担当者実務研修が実施され
ました。
　この研修は、教務学生事務の実務を担当する職員を対象
に、教育・学生支援に関する業務の円滑な処理に必要な知
識を習得させ、もって事務能率の向上に資することを目的
とするもので、今年度は名古屋市山手地区国私立４大学

（中京大学、南山大学、名城大学及び本学）による FD･SD
のためのコンソーシアム事業の一環として新たに位置づ
け、情報・経験の共有促進による質の高い教育・学生支援

の実現を目指して、本学から24名、関係大学から14名の計
38名が参加しました。
　はじめに杉山理事から開講あいさつがあった後、高橋理
事が「変革期における期待される大学職員像」と題した講
演を行いました。次に、平野美穂ひらきプランニング（株）
取締役による講演「コミュニケーション能力を高める」及
び夏目達也高等教育研究センター教授による講演「教務学
生事務を担当する職員へのメッセージ」が行われ、身近で
実践的な事項である窓口対応等の重要性の理解をさらに深
める有意義な機会となりました。

　また、関係事務職員から、教務関
係用語、留学生30万人計画の推進、
カリキュラム等の業務について解説
があり、最後に、事務能力向上と学
生サービスの質的向上を図るための
分科会があり、「学習・学生生活・
留学生支援に関する諸問題」のテー
マのもと、国私大学間を超えた自由
で活発な意見交換が行われました。
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第10回教務学生事務担当者実務研修を実施



　12月１日（月）から５日（金）まで、大垣共立銀行本店及び
支店において、平成20年度名古屋大学民間企業派遣研修が
実施されました。この研修は、本学の学生、留学生窓口
対応を主な業務とする職員を民間企業に一定期間派遣し、
当該企業の業務に従事することで利用者の立場にたった
適切な接遇及びビジネスマナーの知識を習得させ、もって

本学の学生、留学生に対するサービスの向上を図ることを
目的としており、研修生として事務職員１名が派遣されま
した。
　研修生の受け入れにご協力をいただいた大垣共立銀行
は、斬新なアイデア商品の開発で知名度が高く、また、顧
客満足度においては全国トップクラスを誇ります。研修１
日目は、本店人事部及びお客様サービス課において金融商
品の説明及び CS（顧客満足）研修を受け、２日目からは、
７つの支店において、お客様との対応に触れる研修や支店
長に同行し取引企業を回る研修を行いました。
　１週間の研修を通して、同行のサービス精神やその先進
性を学ぶことができ、研修生は、「あいさつ、目線、笑顔は、
自分で意識して必ず相手を見て行うことが大変重要で、常
日頃から徹底すること、また、CS を高めるためには表面
的ではだめで、働く職員の満足度（ES）を高める必要が
あり、やりがいのある活気に満ちた ES の高い環境で初め
て CS の高いサービスが可能となることを肌で感じること
ができた。」と振り返りました。
　今後、この貴重な経験を多くの職員が共有し、学生、留学
生に対するサービスの向上に生かすことが期待されます。

　11月21日（金）～29日（土）、フランス・ストラスブールに
おいて、本学の「名古屋大学混声合唱団」及び「コール・
グランツェ」の有志15名からなる混声合唱団がフランス・
ストラスブール大学合唱団「ララシュ・クール」との合同
公演を行いました。
　これは、本学の全学間学術交流協定校であるフランス・

ストラスブール大学及びアルザス日本学研究所、アルザス
州政府から、ストラスブール市で開催された日仏国際交流
150年祭・Japan Week に本学の混声合唱団が招待された
もので、期間中に計６回の合同コンサートを当地で行い、
観客を大いに魅了しました。
　ストラスブール大学構内（Palais de l’Universite）やア
ルザス日本学研究所の立地するキナー城におけるコンサー
トでは、一般市民の方々も多数集まり、団員達は多くの
歓迎を受けました。また、同祭の最後を飾るコンセルバト
ワールにおけるコンサートでは、会場に入り切れない聴衆
がロビーに溢れるほどで、様々なジャンルの曲を披露した
後、「さくら」「ふるさと」等を「ララシュ・クール」と合
同演奏し、満場の喝采を受けました。同祭への参加により、
両大学間の幅広い交流が一層促進され、大変意義深い訪問
となりました。
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平成20年度名古屋大学民間企業派遣研修を実施

本学合唱団が日仏国際交流150年祭にてストラスブール大学合唱団と
合同公演



　11月21日（金）、豊田講堂第１会議室において、平成20年
度名古屋大学永年勤続者表彰式が挙行されました。被表彰
者27名のうち17名が出席し、最初に、平野総長から一人ひ
とりに表彰状と記念品（銀盃）が手渡され、「永年にわた
りそれぞれの立場・分野にてご尽力された皆様にお祝いを
申し上げます。法人化に際し新しい制度設計等に対応すべ
く、多くの課題の解決に向けて皆様と一緒に努力してまい
りましたが、ここまで来ることができたことに対し、皆様
方に深く感謝しております。教職員が互いの役割と責任を
自覚して、大学に貢献していただき、未来の名古屋大学が
一層発展する基礎を一緒に築き上げていきましょう。さら
なるご活躍を心から期待しております。」と祝辞がありま
した。続いて、被表彰者を代表して、武藤秀幸総務部総務
課専門職員から、「名古屋大学の一員であることを誇りに
思い、これからも職務に従事していきたい。」との決意が
述べられました。

　12月８日（月）、９日（火）の２日間にわたり、環境総合館
レクチャーホールにおいて、平成20年度名古屋大学主任研
修が実施されました。
　この研修は、主任として職場における役割を自覚し、掛
長への準備段階として身につけておくべき態度や意識、
リーダーシップ発揮に必要な諸能力を養うことを目的とし
て実施され、25名が受講しました。
　研修は、２日間にわたって、外部講師により、主任の役
割とは、自己特性の把握と理想、コミュニケーション・ス
キルを磨く、目標設定による自律型行動管理、自己啓発の
重要性と意義、総括講義等について、講義及びグループ討
議が行われました。主任として求められる能力・役割につ
いて、教材を通して各自が認識した後、グループ討議の中
で積極的な意見交換を行い、理解を深めました。
　この研修で得た主任としての意識及びスキルを活かすため
にも、研修修了者一人ひとりの今後の活躍が期待されます。
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平成20年度名古屋大学主任研修を実施



　大きな音に驚いて身をすくめた経験を誰でもお
持ちでしょう。子供のころ川遊びをしていて、ザ
リガニが飛ぶように逃げて行くのを見られた方も
あると思います。このような、突然の刺激や外敵
の攻撃から遠ざかったり防御姿勢をとる運動は、
多くの動物に見られ驚愕反応とか逃避運動と呼ば
れます。逃避運動は、危険からすこしでも早く逃
れられることが求められます。そのため逃避運動
を引き起こす脳内の神経回路は、計算時間を短く
するように単純なつくりをしていますが、「目や
耳などの感覚器がとらえた外界の情報から適切な
運動出力を作り出す」という脳の基本的な情報処
理機能をそなえています。
　私たちは、魚の逃避運動（図１）を引き起こす
神経回路に着目して、脳の基本的な機能と脳の成
り立ちとの関係を調べています。魚の脳は私たち
ヒトを含む脊椎動物の脳の原型であり、神経細胞

（ニューロン）の数は約100万個で、ヒトのわず
か10万分の１しかありません。単純な脳の、単純
な逃避運動の神経回路を調べることで、脳機能の
エッセンスを抽出できると期待されます。

　このたび私たちは、ゼブラフィッシュという小
型熱帯魚の稚魚を用いて、逃避運動中のニューロ
ンのはたらきを調べました。ゼブラフィッシュの
稚魚は全身が透明なので、運動している稚魚の頭
皮越しに、ニューロンをレーザー顕微鏡で観察で
きます（図２）。ニューロンが活動すると細胞内
のカルシウム濃度が上昇します。そこでカルシウ
ム濃度に依存して蛍光を発する物質を脳のニュー
ロンに取り込ませれば、ニューロン活動を蛍光強
度の変化から測定することができます。その結
果、後脳に左右一対存在する巨大なニューロン

（マウスナー細胞）と、そのニューロンと生まれ
も形も良く似たニューロンが、それぞれ異なる刺
激からの逃避運動に重要な役割を果たすことを明
らかにしました（図３）。
　この結果は、大きく分けて３つの成果から成り
立っています。マウスナー細胞が魚の逃避運動に
とって、重要な役割を果たすことは古くより想像
されてきましたが、第１の成果はこれを実証した
ものです。まず、マウスナー細胞がたった１発の
活動電位を発生すると、必ず逃避運動が起こるこ

とが示されました。これをマウス
ナー型逃避と呼びます。しかし、
予想に反してマウスナー細胞が活
動しなくても逃避運動が起こりう
ること、ただしこのときはマウス
ナー型逃避に比べてわずかに1000
分の５秒ほど開始が遅いことが見
出されました。このマウスナー細
胞に依存しない非マウスナー型逃
避運動では、マウスナー細胞の隣
にあってマウスナー細胞と形態
学的特徴が同じ MiD3cm という
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図１　�ゼブラフィッシュ（左上：成魚、左下：稚魚）と稚魚の逃避運動（右、刺激後
の時間経過を示す）

知
の
先
端

“逃げろ！” と指令するニューロンから見つけられた脳の構成原理

小田　洋一　大学院理学研究科教授



ニューロンから指令信号が出されていることが分
かりました。これが第２の成果です。さらに、２
種類の逃避運動はそれぞれ異なる感覚入力によっ
て駆動されることがわかりました（第３の成果）。
すなわち、マウスナー型逃避は聴覚入力によって
起こり、非マウスナー型逃避は主に触覚入力に
よって起こるのです。
　マウスナー細胞と MiD3cm は、後脳の隣り合

う分節にコピーのように生まれて、形態学的に同
じ特徴を兼ね備えていることから、機能的にも関
係があるのではないかと想定されてきました。分
節とは発生期の脳が前後方向に節状に分かれると
いう、脊椎動物に共通に見られる脳の基本構造で
す。今回の成果は、この基本構造の中に同じよう
に生まれ、形も似ている相同ニューロンが、同じ
ような働きをする神経回路に重複して組み込まれ
ていることと、それらが異なる感覚によって使い
分けられていることを示しました。多重に構成さ
れた神経回路のうち、もっとも素早く逃避運動を
開始できるマウスナー型回路が聴覚入力で駆動さ
れるようになったために、ゼブラフィッシュは危
険を知らせる音刺激から出来るだけ素早く逃れる
回路を獲得したのだと、私たちは考えています。
　今回の成果は、米国神経科学学会誌 The Journal 
of Neuroscience に2008年10月、発表されました。
また、英語版 Wikipedia の“Mautner cell”の項目
にも大きく取り上げられています。
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1981年　大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程満了、工学博士
1981年　大阪大学基礎工学部助手、1988年　同講師
1989年　パスツール研究所（パリ）特別招聘研究員
1993年　大阪大学基礎工学部助教授
1999年　�科学技術振興事業団　さきがけ研究21「形とはたらき」

研究員併任
2002年　大阪大学大学院生命機能研究科助教授
2005年　名古屋大学大学院理学研究科教授
趣味：昔は山登り
専門：神経科学
研究室ホームページ
　　　http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/index2.html
　　　http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/~m7home/m7_index.htm

おだ　よういち

図２　�透明なゼブラフィッシュ（左）の頭皮ごしに観察したマウスナー細胞と相同ニューロン（MiD3cm）（右）

図３　異なる感覚入力ではたらく異なる逃避運動回路



　名古屋大学体育会は、12月15日（月）、豊田講堂
３階第１会議室において、平成20年度名古屋大学
体育会会長表彰　表彰式を挙行しました。
　この表彰は、本学体育会における優秀な個人・
団体及びその指導者の栄誉を讃え、その功績を広
く顕彰することを目的としたもので、今年で20回
目となります。

　今年は、12月１日（月）の体育会会長表彰審査会
の審査を経た「個人の部」９名、「団体の部」４
団体が、本学体育会会長である平野総長から表彰
され、１年間のめざましい成果を讃えられました。
　なお、受賞者および記念団体には、副賞とし
て、名古屋大学校友会から記念品等が贈呈されま
した。

平成20年度　名古屋大学体育会会長表彰　受賞者一覧　（表彰対象期間：平成19年11月１日～平成20年10月31日）
個人の部（９名）

個人名 所属学部・学年 所属団体名 表彰要綱該当条項 出場大会名 及び 成績

崎
さき

田
だ

　孝
たか

文
ふみ
工学部・４年 オリエンテーリング部 特別賞

(第４条第１項第一号)
第16回世界大学オリエンテーリング選手権大会
� 日本代表選手として出場

林
はやし

　　真
しん

一
いち
理学部・３年 オリエンテーリング部 特別賞

(第４条第１項第一号)
2008年度ジュニア世界オリエンテーリング選手権大会
� 日本代表選手として出場

松
まつ

井
い

　健
けん

哉
や
工学部・２年 オリエンテーリング部 特別賞

(第４条第１項第一号)
2008年度ジュニア世界オリエンテーリング選手権大会
� 日本代表選手として出場

永
なが

井
い

　雄
ゆう

也
や
理学部・４年 馬術部 一般賞

(第４条第２項第二号)
第43回中部学生自馬競技大会
　　学生賞典馬場馬術競技� 第１位

齋
さい

藤
とう

　紘
こう

平
へい
工学部・４年 舞踏研究会 一般賞

(第４条第２項第二号)
第35回中部日本学生競技ダンスモダン選手権大会
� 第１位

小
お

野
の

内
うち

健
けん

太
た
経済学部・２年

ヨット部 一般賞
(第４条第２項第二号)

2008年中部学生ヨット個人選手権大会
　　国際スナイプクラス� 第１位

酒
さけ

見
み

　建
けん

至
いち
工学部・２年

藤
ふじ

永
なが

　紘
ひろ

基
き
工学研究科・M1 陸上競技部 一般賞

(第４条第２項第二号)
第74回東海学生陸上競技対校選手権大会
　　男子10000ｍ� 第１位

山
やま

田
だ

　博
ひろ

之
ゆき
工学部・３年 陸上競技部 一般賞

(第４条第２項第二号)
第74回東海学生陸上競技対校選手権大会
　　男子走幅跳� 第１位

団体の部（４団体）

団体名
代　表　者

表彰要綱該当条項 出場大会名 及び 成績
氏名 所属学部・学年

オリエンテーリング部 琢
たく

磨
ま

　和
かず

晃
あき
農学部・２年 一般賞

(第４条第２項第二号)
2007年度日本学生オリエンテーリング選手権大会
　　リレー競技部門　男子選手権� 優勝

航空部 宮
みや

園
ぞの

　恒
こう

平
へい
工学部・３年 一般賞

(第４条第２項第三号)
第11回全日本学生グライダー新人競技大会
　　団体の部� 準優勝

漕艇部 西
にし

本
もと

　周
しゅう

平
へい
経済学部・３年 一般賞

(第４条第２項第二号) 第40回中部学生ボート選手権大会� 総合第１位

舞踏研究会 江
え

口
ぐち

　　遼
りょう
工学部・２年 一般賞

(第４条第２項第二号)
第35回中部日本学生競技ダンスモダン選手権大会
� 第１位
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　オリエンテーリングの全日本学生選手権（以下イン
カレ）は、春と秋の年２回開催されます。やるからに
は、一度はインカレの頂点に立ちたいと思い、開催地
の特徴・種目・時間から考えて３年生の秋インカレで
優勝することを目標としました。しかし、体調管理の
甘さから大会２週間前に怪我をしてしまい、また、精
神的な甘さも出て下位に沈んでしまいました。それか
らは、オリエンテーリングが嫌でもうやりたくないと

思い、毎日が真っ暗で希望をなくしてしまいました。
　１か月ほど地獄のような日々を味わいましたが、結
果一つでここまで左右されるということは、それだけ
自分にとってオリエンテーリングが大事なものである
ことに気付きました。そして、もう一度だけ全力で取
り組むことにしました。
　この苦しみを乗り越えたため、精神的な強さでは絶
対に誰にも負けない自信を手に入れることができまし
た。そして、３年生の春インカレでは、ミドル競技５
位入賞、リレー競技優勝を飾ることができ、翌月に開
かれた選考会において世界学生選手権への切符を手に
入れることができました。世界学生選手権では、良い
結果は得られませんでしたが、世界の舞台で戦える可
能性を感じることができました。
　今では、あの時辞めずにオリエンテーリングを続け
て本当によかったと思っています。苦しみは飛躍への
第一歩であることを学ばせてくれたオリエンテーリン
グとこれからも深くかかわり続け、競技者としてさら
に上を目指して頑張っていきたいと思います。

　馬場馬術は決められた経路を回り、運動の美しさを
競うスポーツです。試合では人だけでなく馬も採点対
象となり、馬の優劣が結果を左右することも少なくあ
りません。馬場の経路の途中にはいくつかの技があ
り、そこでの得点が試合のカギを大きく握ります。そ
のため、より高得点を取ろうと思うと技の精度を高め
ていくことが重要となります。
　今回受賞の対象となった中部学生自場競技大会で騎
乗したソレイユ・ルボンは非常に優秀な馬で、何度も
全国大会に出ているベテランです。僕が２回生の年の

秋から担当馬として、約２年間苦楽をともにしてきま
した。一時期部員が少なく、日々の活動（特に馬の日
常の世話）に忙殺され、大学と厩舎を往復する生活で
毎日のように厩舎に泊まり込み、一週間家に帰らない
こともありました。そんな時心の支えとなったのがか
わいい馬たちでした。
　ソレイユは僕の先生です。人の姿勢や馬への命令の
送り方が違えばソレイユは思うように動いてくれませ
ん。正しい乗り方はソレイユが教えてくれます。試合
当日、ソレイユは比較的落ち着いており、僕をリード
してくれたおかげでそれほど緊張することもなく、日
ごろの練習の成果を発揮し、ソレイユの持ち味を十分
に引き出し、私大の強豪相手に引けを取らない演技を
見せました。頑張ってくれたソレイユはもちろんのこ
と、今までソレイユを育ててくれた OB の方々、コー
チ、装蹄士の協力があったからこそ、このような結果
を残すことができたのだと思います。
　この後、全日本学生馬場馬術競技大会に出場しまし
た。関東や関西の強豪校の厚い壁に阻まれ、良い結果
を出すことはできませんでしたが、全国レベルの試合
はとてもいい経験になりました。この大会を最後に僕
は部活を引退しました。今後は OB として後輩の指導
を通して部の発展に尽力していきます。

　各受賞者及び受賞団体の中から、２受賞者２団体のことばを紹介します。
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全日本学生選手権でのゴールの様子

さきだ　たかふみ
工学部化学生物工学科４年
1986年生まれ　石川県出身

中部学生自場競技大会の様子

ながい　ゆうや
理学部物理学科４年
1986年生まれ　愛知県出身
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［個人の部］特別賞

苦しみは飛躍への第一歩
崎田　孝文　オリエンテーリング部

［個人の部］一般賞

僕とソレイユ
永井　雄也　馬術部



　グライダーはエンジンの付いていない飛行機で、飛行
距離やタイムを競うのが一般的な競技なのですが、10月
に行われた新人競技大会は、いかに基本に忠実に飛べ
るかどうかを競う大会でした。競技では複座機の前に
選手が搭乗し、審査委員が後ろに乗って採点します。
　操縦の技術はある程度経験に比例してきます。今回
の大会に出場した選手は全員大学からグライダーを始
め、経歴はみんな似たり寄ったりでした。そこで、大

会の一ヶ月前、他の選手に差をつけるにはどうしたら
いいかを考え、無駄なフライトをなくすことが重要だ
と思いました。グライダーの練習では飛べる回数も限
られており、さらに飛行時間も通常は10分弱ほどしか
ありません。この短い時間を有効に使うために、地上
にいるときにはできるだけ多くイメージトレーニング
をするように心掛けました。そして、理想のフライト
のイメージを持って実際に飛び、イメージとのギャッ
プを埋めるように次のフライトに臨みました。この作
業を繰り返し行い、より理想に近いフライトを目指し
ました。さらに、この大会に出場経験のある先輩や
OB にいろいろなアドバイスを受け大会に臨み、準優
勝することができました。
　今後私は、飛行距離やタイムを競う大会に出場しま
す。名大航空部はこのような種目の大会で一昨年、国
立大学では初となる全国優勝をしています。今年度も
予選を通過し、本戦に出場することが決まっていま
す。さらに、２月には七大戦もあり連覇がかかってい
ます。この２つの大きな目標に向けて部員一丸となっ
て頑張っていきたいと思います。

　2008年は私たち漕艇部にとって記念の年となりまし
た。それは全日本大学選手権（インカレ）で、男子エ
イトが７位になり、2000メートルで初めて６分を切っ
たからです。これまでの最高順位は８位だったため、
このことは漕艇部が始まって以来の快挙です。
　漕艇部では2008年度の目標を「インカレでエイトが
ベスト８に入り、他クルーが準決勝に進出すること」
にしていましたが、インカレまでにも毎月１、２回の

ペースで様々な大会や対校戦に出場してきました。中
でも体育会会長表彰を受賞した中部学生選手権は中部
圏の強豪校が集う大会であるため、私たちは他の大会
よりも重要視しています。試合経験を積むためにも、
体力をつけるためにも、ほぼすべての人がダブルエン
トリーして挑み、４種目で優勝、２種目で準優勝し、
総合優勝することができました。この大会で自信を得
られ、また、反省点を知った上でその後の戦略を立て
られたことがインカレでの成績に繋がったと思います。
　現在、来シーズンに向けての練習が始まっていま
す。冬は地道な練習が多く、試合がないため目標が見
えにくい時期ではありますが、１年生も上級生に追い
つけ追い越せと頑張っていますし、女子部も部員が増
えて活気づいています。中部圏にとどまらず、これか
らは全国制覇を目指して練習に励んでいきたいと思い
ます。漕艇部のこれからに期待していてください。応
援よろしくお願いします。
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新人競技大会での離陸の瞬間

はたの　たかと
工学部機械航空工学科２年
1988年生まれ　三重県出身
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文学部人文学科３年
愛知県出身
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［団体の部］一般賞

秋空に羽ばたく夢
航空部　波多野　高斗

［団体の部］一般賞

中部から全国へ
漕艇部　山口　朋美



　大学院教育発達科学研究科は、12月３日（水）、教育学部
第３講義室において、大学院高等教育マネジメント分野
オープンセミナー「高等教育マネジメント Ed.D. を語る」
を開催しました。
　Ed.D.（Doctor of Education）は、高度専門職業人とし
ての実践性を重視した教育分野における博士学位で、2006

年に本学において我が国で初めてこの学位プログラムが開
設されました。
　今回のセミナーは、スタートして間もない Ed.D. プログ
ラムへの理解を拡げ、プログラムの現状や課題について討
論することを目的として、松坂浩史三重県教育委員会事務
局総括室長、丁　妍　復旦大学高等教育研究所講師、そし
て、大学職員で同プログラムに在学中の三和義武氏及び
林　透氏から話題提供がありました。松坂室長は、大学行
政にかかわった経験から、大学院における大学マネジメン
ト人材養成についての課題を指摘しました。丁講師は、中
国の大学院における専門職養成の現状にふれ、とくに近年
開設された北京大学などの Ed.D. プログラムの具体例を紹
介しました。三和氏及び林氏は在学生としての視点から、
プログラムで学ぶことの意義やそのキャリア形成への影
響、さらにプログラムのもつ課題について指摘しました。
　話題提供の後には参加者との活発な質疑応答がなされま
した。セミナーには40名を超える参加があり、また遠方か
らの参加も少なくなく、Ed.D. プログラムに対する関心の
高さが伺われました。

　大学院文学研究科は、11月22日（土）、23日（日）、同研究
科237講義室において、中国・陝西師範大学との共催によ
り、国際シンポジウム「人文学研究方法の現状と展望－現
地調査を中心に」を同大から12名の教員を招へいして開催
しました。
　このシンポジウムは、同研究科と同大との間で交わされ

た覚書に基づき、学術交流を深めるために、平成19年度に
中国・西安において共催された国際シンポジウム「中日文
化交流の歴史記憶と展望」に引き続いて行われたものです。
中心テーマである現地調査は、近年、限られた分野だけで
なく、人文学の広い分野で研究方法上大きな意味を持つよ
うになってきており、同研究科では先端的教育の一つの柱
としています。
　はじめに、杉山理事、和田同研究科長及び蕭　正洪 陝
西師範大学副校長からあいさつがあった後、松澤和弘同研
究科教授から「グローバル COE プログラム」について、
また、周藤芳幸同研究科教授から「魅力ある大学院教育イ
ニシアチブ」について、講演が行われました。
　続いて、文化人類学・考古学、美術史学、歴史学・歴史
地理学、文学、哲学・社会学の６つのセッションに分かれ、
両大学の教員各12名がそれぞれの言語で発表し、活発な討
論を行いました。発表に際し、原文と翻訳を付した発表論
文集が配付され、また、質疑応答では同研究科の中国人留
学生が通訳を行いました。参加者は、同研究科の教員、大
学院学生及び学部学生のみならず、他部局や他大学の関係
者もみられ、盛況のうちに終了しました。
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セミナーの様子

シンポジウムの様子
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オープンセミナー「高等教育マネジメントEd.D.を語る」を開催
●大学院教育発達科学研究科

陝西師範大学との国際シンポジウムを開催
●大学院文学研究科



　大学院経済学研究科は、11月20日（木）、文系総合館７階
カンファレンスホールにおいて、部局間学術交流協定校で
ある韓国・忠南大学経営学部の教員２名及び学生15名を招
いて“Globalization and the Automobile Industry”をテー
マに国際交流セミナーを開催しました。
　セミナーでは、同大の学部学生による韓国・米国・日本

の大手自動車企業における世界市場戦略に関するグループ
報告があり、その後、日本と韓国の学部学生の国際的な視
野を養うための交流の場として討論会が行われました。学
問的な意見交換に加えて、学生たちがお互いに興味のある
ことについて自由に質問を行い、日韓の異文化交流を実現
させました。
　このセミナーで報告を行った学生は、同大学経営学部
に設けられた国際的な経営の実務能力向上を目的とした

“Global Start-up Program（GSP）”に参加しており、今回
は GSP の一環として、愛知県内の日本企業の工場を訪問
し、国際的な経営環境について学習するとともに、日本の
文化にも触れる予定が組まれました。
　同セミナーは、従来の教員や大学院学生を対象とした国
際交流イベントとは異なり、学部学生の交流を中心に企画
されたものです。「グローバル人材」の育成に取り組む経
済学部において、今回のセミナーが、学部学生レベルにお
ける国際交流を進めていくためのモデルケースになること
が期待されます。

　発達心理精神科学教育研究センターは、12月３日（水）、
小栗正幸 宮川医療少年院院長を招き、講演会「発達障害
児の思春期と二次障害予防のシナリオ」を開催しました。
　同センターは、2007年度から文部科学省特別教育研究経
費による「軽度発達障害分野における治療教育的支援事業」
を展開しており、発達障害児・者への適切な支援や教育の

ためのシステム構築や専門家養成に関する研究を行ってい
ます。この講演会はその一環として、地域の専門施設や学
校で活動する臨床心理士や臨床心理学を学ぶ大学院生など
の専門家を対象として、発達障害児の二次障害に対する支
援の方法と実際について学ぶことを目的に開催され、85名
が出席しました。
　講演会では、発達障害児の二次障害によって非行化する
ケースにはどのような特徴があるのか、そして、二次障害
によって逸脱行動を示した発達障害のある子どもたちを生
活場面でどのようにサポートしていくのかについて、事例
を交えながら説明がありました。講演は、具体的な場面を
イメージしやすいものであっただけでなく、子どもたちへ
の思いが伝わるものでもありました。参加者は、学校現場、
医療現場、福祉現場など様々な領域で活動する臨床心理士
や、将来そのような現場で働くために研修している方々な
どで、講演に熱心に聴き入っており、具体的な支援方法を
交えた今回の内容は非常に有意義なものとなりました。
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セミナー参加者全員の記念撮影

講演を行う小栗院長
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韓国・忠南大学との国際交流セミナーを開催
●大学院経済学研究科

講演会「発達障害児の思春期と二次障害予防のシナリオ」を開催
●発達心理精神科学教育研究センター



　医学部は、11月21日（金）、附属病院おいて「名古屋大学
医学・バイオ系特許フェア」を開催しました。
　同フェアは、本学が医学・バイオの学術分野において平
成16年の法人化以降、250件以上の特許を出願しているこ
とから、本学及び近隣の大学の単独出願特許を企業や研究
機関関係者に広く公開し、共同研究等により一層の産学官
連携を推進することを目的として今回初めて開催されたも
ので、企業・研究機関の研究開発担当者および報道関係者
等約180名の来場がありました。
　はじめに行われた講演では、恵泉国際特許事務所の

矢口太郎弁理士から「欧米型産学連携のメディカル分野に
おける成功例…研究資金、特許戦略、技術移転の観点から」
と題して、主に米国の大学におけるメディカル分野の産学
連携の現状や大学としての特許戦略に関する講演がありま
した。引き続き行われた、谷　直樹奈良先端科学技術大学
院大学特任教授の講演「バイオ・医療特許の技術移転…企
業の視点、大学の視点」では、講演者自身が企業で特許管
理業務を行った経験から、企業の視点で見た日本の大学と
の連携の現状と今後への期待が述べられました。講演中に
は、熱心にメモを取る参加者の姿が見受けられました。

　展示においては、７分野55件の特
許及び本学が米ノースカロライナ州
の大学・企業と行っている２件の日
米双方向の技術移転、計57件のブー
スが設けられました。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ました。

　平成20年度動物慰霊祭が、12月４日（木）、大学院生命農
学研究科附属農場動物塚において、教職員、大学院学生、
学部学生等約120名余りの参列のもと、実施されました。
同慰霊祭は、昭和50年12月８日、当時の農場長の宗像　桂
農学部教授の尽力で附属農場に建立された動物塚において
初めて執り行われて以来、毎年12月８日前後に実施されて

いるものです。
　はじめに参加者一同による黙祷を行い、次に服部同研究
科長が、農学部の教育理念にある「生き物に対する愛に根
ざした豊かな人間性」に触れつつ動物に対し感謝のことば
を述べました。続いて、各層代表者による「供穀の儀」及
び「献花の儀」が執り行われ、その後、参加者による献花
が行われました。最後に動物実験委員長である堀尾文彦
同研究科教授及び全学動物実験委員会委員である織田銑一
同研究科教授が、過去１年間に教育・研究に供された合計
２万５千を超える動物に対し、慰霊の言葉を述べました。
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ブース展示の様子 講演会の様子

動物塚前で慰霊の献花を行う参列者 動物塚の全景
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「医学・バイオ系特許フェア」を開催
●医学部

附属農場動物塚において動物慰霊祭を実施
●大学院生命農学研究科



　環境医学研究所は、11月28日（金）、野依記念学術交流館
において、環境医学研究所国際シンポジウム及び外部評価
委員会を開催しました。
　同シンポジウムは、国内外から講演者を招いて２年に一
度開催されており、今回は、群馬大学生体調節研究所との
合同シンポジウムが併せて行われ、100名を超える参加者

がありました。村田同研究所長からあいさつがあった後、
海外から３名、国内から５名の講演者により、それぞれの
研究成果発表が行われ、活発な討論が交わされました。
　次いで、環境医学研究所外部評価委員会が開催されまし
た。この委員会は、同研究所の教育研究活動の充実・発展
に資するため、研究活動、教育活動、社会との連携、国際
交流に関して、研究所外部の有識者から評価・助言を受け
るために平成８年度から開催されており、今回が５回目で
す。国外委員は、イギリス、オランダ、アメリカ等の大学
及び研究所から５名、また、国内委員は、学内、国立大学
附置研究所、近隣の大学共同利用機関、私立大学及び名誉
教授の８名が出席しました。会議は主として英語で行わ
れ、村田所長から同研究所の現況についての報告、中期目
標・中期計画・年度計画等についての説明があり、次いで、
出席した委員全員から、研究所の運営に関する事項を含め
た評価・提言をいただきました。評価・提言の内容は、同
研究所のミッション、組織整備、研究資金の確保、若手研
究者の育成、研究活動の質的向上、国際化、広報活動の充
実等多岐にわたり、熱心な討議が行われました。

　大学院環境学研究科は、11月22日（土）、環境総合館レク
チャーホールにおいて、「第10回まちとすまいの集い：都
市を『見る』－歴史・環境・災害－」を開催しました。
　この集いでは、都市や建物の変化や動きを、写真、地図、
CG などによって可視化し考察する同研究科建築学教室の
３教員による講演を通じて、日常とは違った観点から都市

の歴史や環境、災害について考えました。
　まず、歴史（建築史、土木史、技術史）を専門とする
西澤泰彦同研究科准教授が、一世紀単位の都市の動的変化
を現在の都市の中に残っているモノを通じて解説し、都市
の変化とその記憶の重要性を指摘しました。続いて、環境

（建築・都市環境工学、環境流体工学、数値流体力学）を
専門とする飯塚　悟同研究科准教授が、コンピュータ・シ
ミュレーションを駆使して都市の温熱環境の変遷を視覚的
に分かりやすく再現し、こうした技術を活用した温熱環境
改善シナリオの検討の可能性を提示しました。そして、災
害（地震防災、地震工学、耐震工学、建築構造）を専門と
する飛田　潤同研究科准教授が、様々な地図や地盤情報か
ら都市の地形・地盤構造と市街化の変遷を可視化し、その
分析から将来の大災害の姿とそれへの対応策について考察し
ました。講演終了後には、活発な質疑応答が行われました。
　講演会にあわせて、環境総合館のロビーには卒業設計優
秀作品のパネルと模型、各研究グループの紹介パネルが展
示され、また、地域防災交流ホールや環境シミュレーショ
ンスタジオも一般公開されました。
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国際シンポジウムにおける講演の様子

講演会の様子
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国際シンポジウム及び外部評価委員会を開催
●環境医学研究所

第10回まちとすまいの集いを開催
●大学院環境学研究科



　附属図書館は、大学院文学研究科の後援により、11月10
（月）から24日（月）まで、名古屋大学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」展を開催しました。
　この展示会は、附属図書館が所蔵する源氏物語の諸本
や、源氏物語の成立に影響を与えた、また与えられた物
語、日記類、さらに源氏物語屏風六曲一隻と六曲一双の二

種（個人蔵）や源氏絵の複製資料、それらのパロディであ
る浮世絵や扇面の源氏絵など、多彩な文字資料と絵画資料
を合わせて一般公開したものです。千年紀の今年、各地で
開催される記念事業のひとつとして、貴族、武家、町衆な
ど多様な階層の人々によって享受された源氏文化ともいう
べき伝統を、物語本体のみならず、和歌、教養書、浮世絵
など日本文化を広く見直す展示会として開催されました。
開催された13日間で573人の学内外からの来場者があり好
評を博しました。
　11月15日（土）には、記念講演会を文学部大講義室で開催
し、高橋　亨文学研究科教授による「『源氏物語』と後宮
文化」と題する講演が行われ、一般市民の方々を含む125
名の参加者がありました。講演では、源氏物語の成立や背
景に始まり、多くの絵画資料の解説や、国内外の後宮とそ
の文化の歴史、日本の平安時代の後宮との違いなど珍しい
話題が紹介されました。その後の展示会場でのギャラリー
トークにも多くの人が参加し、改めて資料を見直す人や、
講師に活発な質問をする学生、市民など多くの人で大いに
盛り上りを見せました。

　地球生命圏研究機構は、12月１日（月）、環境総合館レク
チャーホールにおいて、『地球温暖化はなぜ、そして、ど
う起こっているか？』と題した特別講演会を開催しました。
この特別講演会は、11月から約２ヶ月の間、本学に滞在さ
れた真鍋淑郎特別招へい教授を講師に迎えて開催されたも
のです。

　まず、安成同機構長から、同機構の設立目的と活動内容
が紹介され、林環境学研究科長により真鍋教授の略歴が紹
介された後、約１時間半にわたり、真鍋教授による講演が
行われました。講演では、同教授が米国においてこれまで
に行ってきた全球気候モデルによる地球温暖化研究を振り
返り、温暖化を支配する物理的メカニズムと全球気候モ
デルの気候再現性の基礎について解説があった後、温暖化
は地球規模の水循環にどのような影響を与えるのか、そし
て、水需給や農林業などの人間活動の適応に関する研究も
今後必要であることを力説するとともに、昨年３月に設立
された同機構のユニークさと必要性についても強調しまし
た。学部学生、大学院生、教員や研究員などの大学関係者
のみならず、一般市民を含めた97名の方々が参加し、講演
に聞き入っていました。
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展示会場の様子

講演を行う真鍋特別招へい教授
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源氏物語千年紀記念展示会を開催
●附属図書館

真鍋淑郎特別招へい教授による特別講演会を開催
●地球生命圏研究機構



　附属図書館は、12月１日（月）、情報連携基盤センター及
び国立情報学研究所との共催により、第８回東海北陸地区
CSI 事業報告会を開催しました。この報告会は、国立情報
学研究所が大学等と連携して進める CSI（Cyber Science 
Infrastructure、最先端学術情報基盤）事業について理解
を深めるとともに、情報交換や意見交換の場を提供するた

めに開催しているもので、今回はテーマを「学術機関リポ
ジトリの最前線」として、東海北陸地区を中心に全国から
52名の参加がありました。
　はじめに、山地一禎国立情報学研究所准教授による講演

「学術機関リポジトリをめぐる最新動向」があり、国立情
報学研究所が新たに開発した学術機関リポジトリのポータ
ルサイト「JAIRO（http://jairo.nii.ac.jp/）」の紹介、最新
のリポジトリシステムや技術動向の解説、さらに、研究者
の手元にある実験データなどが公開される新たな「学術情
報共有社会」の到来についての紹介がありました。
　その後、同事業の事例報告があり、リポジトリのシステ
ムやデータを工夫し、きめ細やかな学術情報ナビゲートを
実現している静岡大学、プロジェクト研究など大学共同利
用機関の特徴に対応したリポジトリを準備している核融合
科学研究所、リポジトリと他のシステムとの連携ツールの
開発を進める本学から発表が行われました。
　最後に質疑応答が行われ、各参加者は、学術機関リポジ
トリが学術情報流通の変革の基盤となること、その発展に
は担当者間の緊密な連携がいっそう必要であることを再確
認していました。

　附属図書館友の会は、12月３日（水）、同館５階多目的室
において、トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催しました。
　今回は、榊原千鶴文学研究科助教を語り手に迎え、「女
性が学ぶということ－日本文学にみる〈女訓書〉の世界－」
と題した講演が行われ、学内外から31名の参加者がありま
した。

　講演ではまず、女訓書とは、女性として身に付けておく
べき教養や芸能、対人関係を円滑に進めるための処世術
や、身体の養生に関わる注意事項などを記した書であり、
鎌倉期に阿仏尼が娘・紀内侍に向けて書いたとされる『に
はのをしへ』をはじまりとすること、さらに、女訓書の系
譜と読む際のポイントが紹介されました。
　次いで、室町末期成立とされる『仮名教訓』系の女訓書
である『からすまる帖』を例として、中世に成立した女訓
書が、儒教的女性道徳の教化の書としてだけでなく、手習
い（習字）の書としても利用され、明治以降も継承されて
きたとの指摘がありました。講演では、『からすまる帖』
や『明治孝節録』など貴重な女訓書が回覧され、参加者の
興味をさらに深めることができました。
　講演後の質疑応答では、習字が女訓書の継承に役立った
こと、さらに継承の主体などについてさまざまな質問があ
り、参加者からは、「女性教育」と「時代が女性に求める
役割」の視点からの内容が興味深かった、などの感想が寄
せられました。

28 名大トピックス◦ No.188

質問に答える山地准教授
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第８回東海北陸地区CSI 事業報告会を開催
●附属図書館

第14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、11月22日（土）、第24回名古屋大学博物館コン
サート「古楽演奏会」を開催しました。このコンサートは、
本学学生の文化サークルである名古屋大学古楽研究会の第
28回定期演奏会として開催されたもので、当日は、200名
を超える方が来館し、会場である博物館展示室を埋め尽く
しました。古楽研究会が作成したプログラムには、古楽の
概要、歴史的背景、日本と西洋の音楽史などの解説が記載
され、初心者にもわかりやすい内容となっていました。演
奏では、フラウト・トラヴェルソ、ルネサンス・リコーダー、
バロック・リコーダー、バロック・ヴァイオリン、ヴィオラ・

ダ・ガンバ、チェンバロ、リュート、クルムホルン、レベッ
クなどが披露され、３時間近くにわたって、優しい音色が
会場に響き渡りました。
　また、12月６日（土）には、第25回名古屋大学博物館コン
サート「アカペラコンサート」が開催されました。この企
画は、学生サークルのメンバーからコンサート開催の要望
があり、実現に至ったもので、本学の学生を中心に近隣
大学の学生を含めたメンバーからなる「暖 －dan－」及び

「MARBLE」が、邦楽、洋楽、また、クリスマスにちなん
だ曲を10数曲、爽やかな声で披露しました。会場から「ア

ンコール！」の声がかかると、メン
バーは予想外の反応に感激しつつ、
素敵なメロディラインを届けていま
した。

　博物館は、12月12日（金）、第92回特別講演会を開催し
ました。今回は、大貫義郎名誉教授が、「ノーベル賞を生
んだ坂田研究室の歴史」と題して、1942年に創設された
本学理学部物理学教室が他の大学に比べて、どうして自
由であったのか、坂田昌一先生がどんな研究者であった
か、2008年ノーベル物理学賞を受賞した益川敏英博士・

小林　誠博士が坂田スクールでどのように育ったかなど
を、当時のエピソードを交えて興味深く解説しました。講
演後には、樋口敬二名誉教授から、「当時の北海道大学物
理学教室が名古屋大学の影響をどのように受けたか」とい
う興味深いエピソードが披露されました。
　この特別講演会は、11月26日（水）から３月28日（木）まで
開催中の、2008年ノーベル賞特別展に関連して開催された
もので、特別展では、受賞内容の解説とともに、物理学賞
受賞の小林博士、益川博士、また、化学賞受賞の下村　脩
博士の三先生を育んだ本学理学部の「坂田スクール」や「平
田スクール」について、未発表の写真や資料を交えて詳し
く解説されています。展示品では、坂田先生の卒業論文、
益川・小林両氏の修士論文、下村先生からのメッセージ、
緑色蛍光タンパク質（GFP）の発光などが来館者の人気を
集めています。
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「古楽演奏会」及び「アカペラコンサート」を開催
●博物館

第92回特別講演会を開催
●博物館



　博物館は、12月６日（土）、キャンパス探鳥会を開催しま
した。これは、第16回企画展「愛知の野鳥　環境と多様性」
に関連して企画されたもので、46名が参加し、日本野鳥の
会愛知支部メンバーの方々の案内で探鳥ルートを巡りまし
た。今回の探鳥会ではキャンパス内で野鳥がどのように棲
み分けているかを、実際の場所で説明を受けながら観察し

ました。野外観察園の林では、ヒヨドリ、メジロを観察し、
キャンパス西端の林ではコゲラの生態を10分近く観察しま
した。鏡ヶ池では、アオサギ、コサギ、キンクロハジロ、
カイツブリの親子、ジョウビタキを観察し、豊田講堂の北
の林内ではアオジの生息も確認しました。また、事務局裏
では、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ、メジロ、コゲラ
の混郡がみられました。参加者は実際の観察で、自然界の
仕組みに理解を深めていました。
　また、12月13日（土）、鏡ヶ池において野鳥撮影会を開催
し、14名が参加しました。この企画では、興和株式会社の
ご協力により、望遠鏡にカメラを接続した「デジスコ」を
用いました。参加者はまず機材の説明を受け、鏡ヶ池の淵
に機材を備え付けて、池に飛来しているコサギ、ゴイザギ
等の観察と写真撮影を行いました。これらの水鳥は同じ場
所に長くとどまる習性があり、動きが少ないので、デジス
コ撮影の格好の被写体となります。ほとんどの参加者はデ
ジスコによる超望遠観察や撮影を初めて体験しました。撮
影後、博物館に戻り、撮影した作品をスクリーンに投影し、
簡単な評価や、野鳥写真の撮り方のコツなどについて解説
を受けました。

　博物館は、11月22日（土）、野外観察園において「ドング
リからさぐる 古代の知恵・自然の知恵」を開催しました。
ドングリの生態、そして古代の人々のドングリ利用法を体
験しながら学ぶこの実習に、今年も大学生や親子を含めた
25名が参加しました。
　午前中は、林の中で実際にドングリの木や実を観察しな

がら、その生態を学びました。同観察園には10種を越える
ドングリの木が生えており、参加者はドングリの木の見分
け方、ドングリの繁殖の仕方などの説明に耳を傾けていま
した。中でも、ドングリの中に入っている「肉」の部分が
双葉にあたること、ドングリが動物に運ばれる時は、リン
ゴや桃などと違い、種子にあたる部分が食べられてしまう
ことなどを聞いて、参加者はドングリの特殊な生態に驚い
た様子でした。
　午後からは、観察園のセミナーハウスにおいて、縄文人が
食べていたクリの団子を作りました。実際に縄文時代の遺跡
から出土した石器を使って、乾燥したクリを砕いて殻をとり粉
にした後、ひき肉や卵を混ぜて団子状にして茹でました。剥
いたクリを石器を用いて均一で細かな粉にするのは予想外
に難しく、参加者の各グループでは、効率的に粉を作るた
めのさまざまな工夫が考え出されました。出来上がった団
子は味があまりないものでしたが、この時代には調味料が
殆ど無かったため、素材に近い味のものを食べていたとい
う説明に、参加者は感心しつつ試食していました。
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キャンパス探鳥会及び野鳥撮影会を開催
●博物館

秋の野外実習「ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵」を開催
●博物館



  9.30 カリフォルニア大学ロサンゼルス校副学長
　カリフォルニア大学ロサンゼルス校のキャスリン・A・アッチソン副学長
が表敬訪問され、産学官連携推進室において産学連携について、また、国際
企画室において学生交流・学術交流について意見交換を行うとともに、赤
記念研究館、工学研究科及び医学系研究科の関連施設を視察されました。

10.15 ホーチミン市国家大学学長
　ホーチミン市国家大学のファン・タイン・ビン学長が、外務省による「21
世紀パートナーショップ招へい」プログラムの一環として外務省、文部科学
省の関係省庁及び我が国の主要大学を訪問するのを機に本学を表敬訪問さ
れ、我が国とベトナムとの教育研究交流、企業と大学との連携、本学がベト
ナムで展開している法整備支援などについて意見交換が行われました。

10.23 チュラロンコン大学副学長
　チュラロンコン大学のクア・ウォンブンスイン副学長が訪問され、2011
年に開催が予定されている学生フォーラムを含む AC21によるコンソーシア
ム活動、産学連携及び教育研究交流について意見交換が行われました。

11.11 南京大学学長等
　南京大学の陳駿学長ほかが、慶応大学150周年式典に出席するため、来日
したのを機に表敬訪問され、来年３月に南京大学との共催が予定されている
地球科学をテーマとするシンポジウム等の交流活動について意見交換を行う
とともに、ノーベル賞受賞展示及び博物館等の学内施設を視察されました。

11.12 カンボジア外務協力省局長等
　カンボジア外務協力省のタイ・チュン アジア第２局長ほかが、外務省に
よる「21世紀パートナーシップ招へい」プログラムの一環として外務省、
愛知県、関係企業等を訪問するのを機に訪問され、カンボジア国内での法整
備支援等について意見交換を行うとともに、本学に留学しているカンボジア
人学生との懇談が行われました。

11.14 チュニジア大使等
　在日チュニジア大使館のヌルディーン・ハシェッド大使が表敬訪問され、
我が国とチュニジアとの国際交流、共同研究、留学生受入などについて意見
交換が行われました。
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12.  8 タタ基礎科学研究所教授
　本年12月５日に大学間学術交流協定を締結したタタ基礎科学研究所の
シャマラバ・マズムダール教授が訪問され、本学のノーベル賞受賞者を輩出
した研究環境、今後のアジアにおける基礎科学分野での交流、学生交流を含
めた連携等について意見交換が行われました。

ノーベル賞
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20.10.� 7 ノーベル物理学賞 理学部・理学研究科卒業生 小林　　誠 詳細は本誌185号 p.2～６及び188号（本号）
p.9参照

H20.10.� 7 ノーベル物理学賞 特別招へい教授、元理学部助手、�
理学部・理学研究科卒業生

益川　敏英 詳細は本誌185号 p.2～６及び188号（本号）
p.9参照

H20.10.� 8 ノーベル化学賞 元理学部助教授 下村　　脩 詳細は本誌185号 p.2～６及び188号（本号）
p.9参照

褒章関係
受章日 受章名 受章者の所属・職名 受章者 備考

H20.11.� 3 文化勲章 理学部・理学研究科卒業生 小林　　誠 詳細は本誌187号 p.5参照

H20.11.� 3 文化勲章 特別招へい教授、元理学部助手、�
理学部・理学研究科卒業生

益川　敏英 詳細は本誌187号 p.5参照

H20.11.� 3 文化功労者
文化勲章

元理学部助教授 下村　　脩 詳細は本誌187号 p.5参照

H20.11.� 3 文化勲章 元名古屋帝国大学理学部助教授 伊藤　　清 詳細は本誌187号 p.5参照

H20.11.� 3 瑞宝中綬章 法学部名誉教授 松浦　　馨 詳細は本誌187号 p.5参照

H20.11.� 3 秋の叙勲�瑞宝中綬章 理学部名誉教授 岡崎　恒子 詳細は本誌187号 p.5参照

H20.11.� 3 瑞宝双光章 元医学部附属病院医療技術部放射線部門�
副診療放射線技師長

安部哲太郎 詳細は本誌187号 p.5参照

H20.11.� 3 瑞宝単光章 元医学部附属病院衛生検査助手 山村　律子 詳細は本誌187号 p.5参照

教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20.� 4.16 Excellence�in�Oral�Presentation��
(SAE�World�Congress）

エコトピア科学研究所�
准教授

小林　敬幸 佐藤一成（マーレフィルターシステムズ）
と連名

H20.� 7.11 XXIVth�International�Conference�on�Polyphenols��
Poster�Prize
（第24回国際ポリフェノール会議　ポスター賞）

大学院情報科学研究科�
准教授

吉田　久美

H20.� 8.� 5 12th�Asian�Pacific�Confederation�of�Chemical�
Engineering�Congress
The�Best�Poster�Presentation�

エコトピア科学研究所�
准教授

小林　敬幸 李　建軍（（財）名古屋産業科学研究所）、
胡永其（河北科技大学）と連名

H20.� 9.� 1 日本植物細胞分子生物学会技術賞 大学院生命農学研究科�
准教授

石黒　澄衞 中川　強（島根大学総合科学研究支援セン
ター教授・本学修了生）、木村哲哉（三重
大学大学院生物資源学研究科准教授・本学
修了生）と連名

H20.� 9.� 1 The�13th�Congress�of�the�Asian�College�of�
Psychosomatic�Medicine�&�the�2008�Annual�
Meeting�of�the�Korean�Society�of�Stress�Medicine
Poster�Award

大学院環境学研究科教授 大平　英樹

H20.� 9.� 2 応用物理学会　フェロー表彰 大学院工学研究科教授 水谷　　孝
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20.� 9.16 第５回 JICA 理事長表彰 エコトピア科学研究所教授 高井　　治

H20.� 9.17 The�IEICE�Communications�Society�
Best�Tutorial�Paper�Award

大学院工学研究科教授 佐藤　健一

H20.� 9.17 The�IEICE�Communications�Society�
Best�Tutorial�Paper�Award

大学院工学研究科准教授 長谷川　浩

H20.� 9.17 電子情報通信学会　フェロー称号 エコトピア科学研究所教授 片山　正昭

H20.� 9.18 日本液晶学会　論文賞（A部門） 大学院工学研究科教授 関　　隆広 永野修作（大学院工学研究科助教）他２名
と連名

H20.� 9.20 日本心理学会　国際賞奨励賞 経済学研究科准教授 星野　崇宏

H20.� 9.20 日本地質学会賞 大学院環境学研究科教授 榎並　正樹

H20.� 9.20 日本地質学会論文賞 大学院環境学研究科准教授 竹内　　誠 河合政岐（日本営株式会社）、野田　篤�
（産業技術総合研究所）、杉本憲彦（豊田市
役所）他５名と連名

H20.� 9.23 日本金属学会　論文賞�
（材料プロセシング部門）

大学院工学研究科准教授 岩井　一彦 浅井秀文（大学院工学研究科教授）、�
秋山　順（自然科学研究機構分子科学研究
所　研究員）、浅井滋生（JST�イノベーショ
ンプラザ東海館長）と連名

H20.� 9.24 Outstanding�Paper�Award�of�2007
Journal�of�Chemical�Engineering�of�Japan

大学院工学研究科教授 本多　裕之

H20.� 9.25 日本数学会賞　秋季賞 大学院情報科学研究科教授 小澤　正直

H20.� 9.25 平成20年度分子科学会奨励賞 大学院理学研究科准教授 松下未知雄

H20.� 9.25 日本数学会賞建部賢弘特別賞 大学院多元数理科学研究科
准教授

加藤　　淳

H20.� 9.25 高分子学会　Wiley 賞 大学院工学研究科准教授 高野　敦志

H20.� 9.25 Young�Boron　Chemist�Award 物質科学国際センター助教 若宮　淳志

H20.� 9.29 計測自動制御学会　研究奨励賞 大学院工学研究科助教 香川　高弘

H20.10.� 3 第４回野副記念奨励賞 大学院理学研究科教授 山口　茂弘

H20.10.� 8 American�Society�of�Mechanical�Engineers�
The�Manufacturing�Division�Award��
(Program�Co-chair)

大学院工学研究科准教授 大竹　尚登

H20.10.� 9 日本機械学会機械材料・材料加工部門　�
部門表彰（国際貢献部門）

大学院工学研究科准教授 大竹　尚登

H20.10.� 9 日本熱物性学会　日本熱物性学会賞　奨励賞 大学院工学研究科講師 長野　方星

H20.10.� 9 IEEE�MMSP�2008
Best�Paper�Award

大学院工学研究科教授 谷本　正幸 間瀬健二（情報連携基盤センター教授）、
武田一哉（大学院情報科学研究科教授）、
平野　靖（情報連携基盤センター准教授）
他７名と連名

H20.10.12 第23回日本教育工学会研究奨励賞 留学生センター講師 佐藤　弘毅

H20.10.16 International�Conference�on�Control,�
Automation,�and�Systems�2008
Outstanding�Paper�Award

大学院工学研究科教授 鈴木　達也 稲垣伸吉（大学院工学研究科講師）他２名
と連名

H20.10.22 3rd�International�Conference�on�Cutting-Edge�
Organic�Chemistry�in�Asia
Asian�Core�Program�Lectureship�Award

大学院工学研究科教授 石原　一彰

H20.10.30 第５回切削加工ドリームコンテスト�
アカデミック部門　金賞

大学院工学研究科助教 鈴木　教和 社本英二（大学院工学研究科教授）、�
横井秀郎（大学院工学研究科M1）、�
橋本洋平（大学院工学研究科M2）他１名
と連名

H20.11.� 5 国際フォージマスターミーティング　
ベスト論文賞

大学院工学研究科准教授 村田　純教 森永正彦（大学院工学研究科教授）他４名
と連名

H20.11.� 8 MHS�2008�(International�Symposium�on�Micro-
Nano�Mechatronics�and�Human�Science�in�2008)�
Best�Poster�Award

大学院工学研究科教授 福田　敏男 池田誠一（大学院工学研究科研究員）、�
大浦裕就（大学院工学研究科M2）他６名
と連名

H20.11.� 9 有機合成化学協会東海支部
第39回中部化学関係学協会支部連合秋季大会　
優秀賞

大学院工学研究科�
博士研究員

森山　克彦

H20.11.14 土木学会　海岸工学論文賞 大学院工学研究科准教授 川 　浩司 他２名と連名
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20.11.15 軽金属学会　軽金属躍進賞 大学院工学研究科准教授 小橋　　眞

H20.11.15 地域安全学会技術賞 大学院環境学研究科教授 福和　伸夫

H20.11.21 Outstanding�Oral�Presenter�in�the�Nanoscience�
and�Nanotechnology�International�Conference�
2008�(Nano-Scitech�2008)

大学院工学研究科准教授 佐々木浩一　 他１名と連名

H20.11.23 日本応用経済学会賞（The�Japanese�
Association�for�Applied�Economics�Prize）

経済学研究科准教授 小川　　光

H20.11.25 ISOCC�2008�LG�Electronics�Best�Paper�Award 大学院情報科学研究科�
特任助教

曾　　　剛 横山哲郎（大学院情報科学研究科研究員）、
冨山宏之（大学院情報科学研究科准教授）、
高田広章（大学院情報科学研究科教授）、
他１名と連名

H20.11.25 環境情報科学センター「ポスターセッション」
一般の部�学術委員会委員長賞

大学院環境学研究科研究員 大西　暁生

H20.11.29 Banyu�Young�Chemist�Award�2008 大学院工学研究科教授 忍久保　洋

H20.12.� 2 2008年度若手顕彰（GCOE�Award） 大学院理学研究科助教 久原　　篤

H20.12.� 4 日本材料学会　学術貢献賞 大学院工学研究科准教授 村田　純教

学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H19.11.16 2007年度ハート昆虫研究奨励基金　
ハート大賞奨励賞

大学院生命農学研究科M2 松田　　武

H20.� 2.16 日本建築学会　東海賞 大学院環境学研究科D2 陳　　商煜

H20.� 6.20 TOPPERS�of�the�Year�2008 大学院情報科学研究科D3 松原　　豊 高田広章（大学院情報科学研究科教授）、
服部博行（株式会社ヴィッツ）他２名と�
連名

H20.� 6.26 日本保健物理学会　
第42回研究発表会優秀ポスター発表賞

大学院医学系研究科医療技
術学専攻博士課程前期課程
２年

宮本　真衣

H20.� 7.� 1 電子材料シンポジウム　EMS賞 大学院工学研究科M2 水野　哲也

H20.� 8.30 Prize�for�the�Best�Poster�from�Students�at�the�
XXI�Congress�of�the�International�Union�of�
Crystallography

大学院工学研究科D1 森下　茂幸

H20.� 9.� 5 高分子学会東海支部　学生研究奨励賞 大学院工学研究科D3 香村　和彦

H20.� 9.11 日本音響学会平成19年春季研究発表会　�
ポスター賞

情報科学研究科メディア科
学専攻　M2

丹羽　健太 西野隆典（名古屋大学助教）
武田一哉（名古屋大学教授）と連名

H20.� 9.12 2008年光化学討論会　最優秀学生発表賞 大学院工学研究科M2 楠本　啓貴

H20.� 9.17 生体機能関連化学部会若手フォーラム　
優秀ポスター賞

大学院工学研究科D1 西岡　英則

H20.� 9.22 第58回錯体化学討論会�ポスター賞 大学院理学研究科M2 安部　瑞恵

H20.� 9.22 第58回錯体化学討論会�学生講演賞 大学院理学研究科D3 横井　紀彦

H20.� 9.23 言語処理学会NLP 若手の会　
第３回シンポジウム奨励賞

大学院情報科学研究科D3 萩原　正人 鈴木久美（Microsoft�Research）と連名

H20.� 9.23 IEEE�VTS�Japan�2008�Young�Researcher’s�
Encouragement�Award

大学院工学研究科M1 平岩　士昌

H20.� 9.23 IEEE�Robotics�and�Automation�Society�Japan�
Chapter�Young�Award

大学院工学研究科D2 佐藤　訓志

H20.� 9.24 日本植物形態学会　最優秀ポスター賞 大学院理学研究科M1 奥田　哲弘

H20.� 9.24 日本金属学会2008年秋期大会　
優秀ポスター賞

大学院工学研究科D1 バラリー 
チャヤソムバット

黒田光太郎（大学院工学研究科教授）、�
佐々木勝寛（大学院工学研究科准教授）、�
徳永智春（大学院工学研究科助教）他３名
と連名

H20.� 9.25 電気学会　電力・エネルギー部門大会　�
ヤングエンジニアポスターコンペティション

大学院工学研究科M2 木村　友昭

H20.� 9.25 情報学ワークショップWiNF2008優秀賞 大学院情報科学研究科D2 范　　　薇 渡邉豊英（大学院情報科学研究科教授）、�
朝倉宏一（大同工業大学准教授）と連名

H20.10.� 1 第49回天然有機化合物討論会　奨励賞 大学院情報科学研究科D3 伊藤　大輔
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H20.10.� 2 電子スピンサイエンス学会　優秀発表賞 大学院工学研究科D1 清水　裕太

H20.10.� 9 Japan�Society�of�Mechanical�Engineers,�
Materials�and�Processing�Division�
Poster�Presentation�Award�(1st�Place)

大学院工学研究科M1 高島　　舞 大竹尚登（大学院工学研究科准教授）、�
黒田剛史（大学院工学研究科M2）他７名
と連名

H20.10.� 9 IEEE�MMSP�2008�
Best�Paper�Award

大学院工学研究科D3 福嶋　慶繁 谷本正幸（大学院工学研究科教授）他９名
と連名

H20.10.10 LAP2008（第４回レーザー分析に関する国際会議）
Young�Scientist�Award

大学院工学研究科D3 樋口　雄紀

H20.10.10 The�NIMS�2008�Conference�&�The�4th�East�Asia�
SIAM�Conference
1st�Prise�of�EASIAM�Student�Paper�Competition

大学院工学研究科D2 宮田　考史

H20.10.12-16 The�12th�International�Conference�on�
Miniaturized�Systems�for�Chemistry�and�Life�
Sciences�(MicroTAS�2008)
Widmer�Young�Researcher�Award

大学院工学研究科D3 イブラヒム マケド�
フーアド

H20.10.13-15 The�3rd�Asian�Workshop�and�Summer�School�
on�Electromagnetic�Processing�of�Materials�
(Asian-EPM2008)
Excellent�Presentation�Award

大学院工学研究科M2 萩尾　健史

H20.10.15 日本塑性加工学会　優秀論文講演奨励賞 大学院工学研究科M2 筒井　一輝

H20.10.21 第22回ダイヤモンドシンポジウムポスター
セッション　ポスター部門最優秀賞

大学院工学研究科M1 高島　　舞

H20.10.21-23 18th�Iketani�Conference�Outstanding�Student�
Poster�Award�

大学院工学研究科D1 渡辺峻一郎

H20.10.21-23 18th�Iketani�Conference�Outstanding�Student�
Poster�Award�

大学院工学研究科M2 日比野健一

H20.10.31 第８回コンクリート構造物の補修、補強、�
アップグレードシンポジウム　優秀論文賞

大学院工学研究科M1 河村　圭亮

H20.10.31 平成20年度情報処理学会�
コンピュータサイエンス領域奨励賞

大学院情報科学研究科D3 松原　　豊

H20.11.� 6 平成20年度日本質量分析学会同位体比部会�
ポスター優秀賞

大学院工学研究科M1 酒井　拓馬

H20.11.� 6 平成20年度日本質量分析学会同位体比部会　
口頭発表最優秀賞およびポスター最優秀賞

大学院環境学研究科M2 奥村　文章

H20.11.� 6 平成20年度日本質量分析学会同位体比部会�
ポスター優秀賞

大学院環境学研究科M2 加藤　大輔

H20.11.� 7 Best�Poster�Award�in�2008�International�
Symposium�on�Micro-NanoMechatronics�and�
Human�Science�(MHS2008)

大学院工学研究科D1 雨川　洋章 福澤健二（大学院工学研究科教授）、�
式田光宏（大学院工学研究科准教授）、�
伊藤伸太郎（大学院工学研究科講師）他�
２名と連名

H20.11.� 8 科学技術社会論学会　柿内賢信記念賞 国際言語文化研究科�
国際多元文化専攻D2

山本　　圭

H20.11.� 8 DARS�2008�(The�9th�International�Symposium�
on�Distributed�Autonomous�Robotic�Systems)��
Best�Paper�Award

大学院工学研究科D2 高橋　淳二

H20.11.� 9 有機合成化学協会東海支部　�
第39回中部化学関係学協会支部連合秋季大会�
有機化学一般研究発表　優秀賞

大学院工学研究科M2 上木　佑介

H20.11.� 9 有機合成化学協会東海支部　�
第39回中部化学関係学協会支部連合秋季大会�
有機化学一般研究発表　優秀賞

大学院工学研究科M2 越本　恭平

H20.11.10-13 IECON�2008　Student�Scholarship�Awards 大学院工学研究科D2 ランドンサック 
サミット

H20.11.12 2008年度ハート昆虫研究奨励基金　
ハート大賞奨励賞

大学院生命農学研究科M2 後藤久美子

H20.11.12 2008年度ハート昆虫研究奨励基金　
ハート大賞優秀賞

大学院生命農学研究科M2 原　喜実子
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記事 月日 新聞等名

1 本学、愛知教育大学などは高い実践力を育てる教育養成プログラムの開発に取り組む 11.16（日） 中日（朝刊）

2 書籍：「CIA 秘録」　ティム・ワイナー著　評者は春名幹男・国際言語文化研究科教授　工作失敗の歴史を紡ぐ 11.16（日） 中日（朝刊）

3 旧制第八高等学校時代の学生人形を撮影したモノクロ写真が再発見される　昭和12年の創立記念祭で撮影された
１枚で、人形は人の背丈の５倍もあり、高下駄を履き腰に手ぬぐいをぶら下げた「バンカラ」スタイル　写真を保
管している文書資料室の山口拓史・室員は「お客さんに股下を通らせる点など、八高生のいたずら心が見える」と
話す

11.16（日） 朝日（朝刊）

4 第41回東海テレビ文化賞に鍋島俊隆・本学名誉教授が選ばれる 11.16（日） 読売

5 研究室発：田村哲樹・法学研究科准教授　「熟議民主主義」に注目 11.18（火） 中日（朝刊）

6 吉村崇・生命農学研究科教授らの研究グループは、体内で分泌されるホルモンの変化によって、人間を含む哺乳類
が季節の変化を感じ取る仕組みを解明

11.18（火）

11.19（水）

朝日（夕刊）
他２社
日刊工業

7 訃報：水野正一・本学名誉教授 11.18（火）
11.19（水）

日経（夕刊）
他２社
読売
日刊工業

受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H20.11.13 4th Asian Biological Inorganic Chemistry 
Conference (AsBIC-IV) 
NJC Interface Poster Prize

大学院理学研究科 D3 横井　紀彦

H20.11.14 第28回キャピラリー電気泳動シンポジウム　
最優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M2 井上　陽介

H20.11.17 第13回日本フードファクター学会
Young Investigator Award

大学院生命農学研究科 M2 林　　佳美

H20.11.20 International Symposium on Designing, Processing 
and Properties of Advanced Engineering Materials
Best Poster Presentation

大学院工学研究科 D1 石黒　太浩

H20.11.23 日本応用経済学会奨励賞（The Japanese 
Association for Applied Economics Progress）

経済学研究科博士後期課程
２年

焼田 　　紗

H20.11.24 The 14th International Symposium on 
Advanced Technology and Applications　
Award of Excellence

大学院工学研究科 M2 磯貝　佳祐 伊藤孝至（エコトピア科学研究所准教授）、
北川邦行（エコトピア科学研究所教授）と
連名

H20.11.29 Rakuten R&D Symposium 2008, Best Poster 
Award

情報科学研究科 D2 杉木　健二 松原茂樹（情報連携基盤センター准教授）

H20.12. 4 日本鉄鋼協会東海支部・日本金属学会東海支部
奨励賞

大学院工学研究科 M1 本橋　雅和

H20.12. 4 第46回燃焼シンポジウム　美しい炎の写真展 
最優秀作品賞

大学院工学研究科 M1 加藤　慎也 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）、 
林　直樹（大学院工学研究科助教）と連名

H20.12. 4 第46回燃焼シンポジウム　日本燃焼学会　 
ベストプレゼンテーション賞

大学院工学研究科 M2 竹本　昌弘 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）、 
林　直樹（大学院工学研究科助教）と連名

H20.12. 6 日本セラミックス協会東海支部　 
東海支部学術研究発表会　最優秀講演賞

大学院工学研究科 M2 中村　雅人

H20.12. 6 日本セラミックス協会東海支部　 
東海支部学術研究発表会　優秀講演賞

大学院工学研究科 M1 吉川　　陽

H20.12. 9 Best Presentation Award in 1st GCOE Students' 
Symposium

大学院工学研究科 D2 モリマド リズ アン  
アハマド

H20.12.13 The IUMRS International Conference in Asia 2008
Award for Encouragement of Research in 
Materials Science

大学院工学研究科 M2 志村　洋介

H20.12.13 第８回日本表面科学会中部支部研究会　
講演奨励賞

大学院工学研究科 M2 志村　洋介

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時
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記事 月日 新聞等名

8 今年９月に竹内恒夫・環境学研究科教授研究室が、名古屋駅周辺で行ったレンタサイクルの社会実験について、名
古屋市がアンケートを実施　９割の市民が導入に賛成と回答

11.19（水） 読売

9 先進科学塾「見えないものを見てみよう『手作り顕微鏡から電子顕微鏡まで』12月７日に本学の超高圧電子顕微鏡
を見学　講師は藤田順治・本学名誉教授

11.19（水） 毎日（朝刊）

10 国際シンポジウム「徹底討論　地球環境政策＝ドイツ × 日本」21日開催：ヘルムート・ヴァイドナー・本学客員教授　
「持続可能な開発 VS エコロジカル・モダニゼーション」

11.19（水） 中日（朝刊）

11 第10回まちとすまいの集い都市を「見る」－歴史・環境・災害－　22日開催：福和伸夫・環境学研究科教授が挨拶、 
西澤泰彦・同研究科准教授「都市と変化とその記憶」、飯塚悟・同研究科准教授「都市温熱環境の変遷－現在・過去・
未来－」、飛田潤・同研究科附属地震火山・防災研究センター准教授「地盤環境から見た都市の災害危険度の変遷」

11.19（水） 中日（朝刊）

12 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　リニアからノンリニアへ 11.19（水） 中日（朝刊）

13 2009年度学生募集要項を発表　国の「緊急医師確保対策」を受け医学部医学科の定員を８人増やす 11.20（木） 朝日（朝刊）
中日（朝刊）

14 レーザー：松井恒雄・エコトピア科学研究所長　環境分野の技術開発は “文理横断型” が大事 11.20（木） 日刊工業

15 日本科学者会議第17回総合学術研究集会（愛知）22－24日開催：沢田昭二・本学名誉教授　「平和の創造と科学の
役割」、長谷川正安・同名誉教授　「私の憲法学」

11.20（木） 中日（朝刊）

16 附属病院血管外科では、昨年６月以降、バネ付き人口血管「ステントグラフト」を使って65例の腹部動脈瘤を治療　
古森公浩・医学系研究科教授は「市販のステントグラフトはハンドメイドのものより品質が高く、様々な条件の患
者さんに使うことができる。瘤の位置、血管の形状などによって、市販のものでも適応できないケースもあるが、
今まで手術できなかった患者さんを救えるのは大きい」と話す

11.21（金） 中日（朝刊）

17 朝日カルチャーセンター：福井康雄・理学研究科教授　「宇宙の不思議に答えます」 11.23（日） 朝日（朝刊）

18 書籍：「ノーベル賞で語る現代物理学」　総合研究大学院大学教授・池内了・本学名誉教授著 11.23（日） 中日（朝刊）

19 財団法人医科学応用研究財団は2008年度研究助成に、李　鍾國・環境医学研究所准教授の「幹細胞移植による心臓
刺激伝導路の再生」など88件を選定

11.24（月） 日刊工業

20 防災講演会―地震の今「ここまでわかってきた地震予知」20日開催：山岡耕春・環境学研究科附属地震火山・防災
研究センター長が名古屋市中区役所で講演

11.24（月） 中日（朝刊）

21 「環境にやさしい交通を考える市民フォーラム in なごや」愛知県立大学で29日開催：竹内恒夫・環境学研究科教授
研究室が行った「名チャリ」も参加

11.24（月） 中日（朝刊）

22 エレベーターに乗って宇宙まで行く「宇宙エレベーター」について佐宗章弘・工学研究科教授は、燃料を積んで宇
宙に行こうとすることは「１週間分の家族旅行に必要なガソリンを全部積んだら、自分たちの乗る場所が無くなっ
てしまったようなもの」と説明する

11.24（月） 朝日（朝刊）

23 本学は使わなくなっていた看護師宿舎を冷暖房の効果が長続きする外断熱の工法により改修し、外国人留学生らの
宿舎に切り替える

11.24（月） 中日（朝刊）

24 本学などで８月に開催された「日本数学コンクール」と「日本ジュニア数学コンクール」、「コンクール大賞」「論文
賞金賞」の入賞者が決定

11.24（月） 中日（朝刊）

25 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　転換　２ 11.25（火） 中日（朝刊）

26 第７回坂田・早川記念レクチャー記念講演会「幻のノーベル賞　チャーム粒子の発見」名古屋市科学館で12月21日
開催：丹生潔・本学名誉教授

11.25（火）
12. 3（水）

中日（朝刊）
毎日（朝刊）

27 書籍：「珍問難問宇宙100の謎」　福井康雄・理学研究科教授著 11.25（火） 中日（夕刊）

28 本学は農学部・生命農学研究科附属の農場、演習林、山地畜産実験実習施設を統合し、来年４月から「フィールド
科学教育研究センター」とする　平野眞一総長は「一本化することで、より実践的な教育や人材育成ができる」と
話す

11.26（水） 中日（朝刊）

29 河口信夫・工学研究科准教授らの研究グループは、名古屋市営地下鉄の協力を得て、26日から無線 LAN を利用して
自分が居る位置を推定する技術の実証実験を始める

11.26（水）
11.28（金）

日刊工業
中日（朝刊）

30 本学と富士機械製造株式会社は、金属や樹脂などの表面処理に使用されるプラズマ処理機を共同開発する 11.26（水） 日経（朝刊）

31 核融合科学研究所長・本島修・元本学教授が、米国核融合エネルギー協会の「Distinguished Career Award」を受賞 11.26（水） 中日（朝刊）

32 松岡信・生物機能開発利用研究センター教授と上口美弥子・同センター准教授らの研究グループが、植物ホルモン
の「ジベレリン」が作用するときに不可欠なたんぱく質「GIDI」の構造を解明

11.27（木） 朝日（朝刊）
他３社

33 紙上診察室：伊藤嘉規・医学部附属病院助教　乳幼児に対するインフルエンザワクチン接種 11.28（金） 中日（朝刊）

34 第16回博物館企画展　愛知の野鳥　環境と多様性12月２日～１月31日開催 11.28（金） 中日（朝刊）

35 大学選択における新たな指標：東海・北陸エリアで「時代のニーズに即した学部・学科がある」大学として本学が
１位

11.28（金） 日経（朝刊）

36 風向計：家森信善・経済学研究科教授　何を目指す定額給付金 11.29（土） 読売

37 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～」19日開催：片野義明・医学部附属病
院講師らの講演と、パネルディスカッションで患者さんの疑問にも答える

11.29（土） 中日（朝刊）

38 スーパーから出た生ゴミを堆肥にして育った野菜をスーパーで販売する、生ゴミのリサイクルプロジェクト発足　
チームリーダーは岡山朋子・エコトピア科学研究所特任講師

11.29（土） 中日（朝刊）

39 本学などの建築系の学生が、広小路通の将来像を立体的にデザインして提案した「広小路・夢・デザイン展」栄の
ギャラリーで28日から展示

11.29（土） 毎日（朝刊）
中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

40 第11回博物館特別展「2008年ノーベル物理学賞・化学賞受賞記念特別展」25日～12月26日開催 11.30（日） 中日（朝刊）

41 学長力：平野眞一総長に目指す大学像を聞く 12. 1（月） 朝日（朝刊）

42 第22回中日産業技術賞の受賞技術・製品が決まる　選考委員は平野眞一総長、専門委員は内山晉・本学名誉教授、
岡本佳男・同名誉教授、垣沼淳司・元農学研究科教授、河本邦仁・工学研究科教授らが努める

12. 1（月） 中日（朝刊）

43 08年ノーベル賞快挙の足元で（上）：弱体化する基礎研究　消えゆく「型破り」 12. 1（月） 中日（朝刊）

44 08年ノーベル賞快挙の足元で（中）：事務仕事教授を忙殺　夢抱けない若手 12. 2（火） 中日（朝刊）

45 本学は09年４月から工学研究科航空宇宙工学専攻の大学院生を対象に、独立行政法人宇宙航空研究開発機構と
の連携講座「航空宇宙機設計工学講座」を開講

12. 2（火） 日刊工業

46 名古屋市ミニシンポジウム「東海・東南海地震の被害軽減に向けて」－巨大地震に立ち向かう名古屋－メルパルク
名古屋で２日開催：福和伸夫・環境学研究科教授　「現代社会の災害脆弱度を踏まえた地震被害予測と減災行動への
誘導策」

12. 3（水） 中日（朝刊）

47 08年ノーベル賞快挙の足元で（下）：楽しくない理科教育　好奇心刺激して 12. 3（水） 中日（朝刊）

48 住宅耐震フォーラム「迫り来る危機に備えて」メルパルク名古屋で２日開催：古川忠稔・環境学研究科准教授　 
「木造住宅の耐震補強の現状・木造住宅の耐震補強工法解説『ウッドピタ工法』」

12. 3（水） 中日（朝刊）

49 佐々木織さん・本学学生が、第４回読書マラソンコメント大賞の銅賞を受賞 12. 3（水） 朝日（朝刊）

50 わかりやすく解説するノーベル賞を受賞した小林・益川の理論とは？愛知県図書館で14日開催：棚橋誠治・理学研
究科教授が一般の方を対象にわかりやすく説明

12. 4（木）
12.10（水）
12.12（金）

朝日（朝刊）
毎日（朝刊）
読売

51 大学改革フォーラム in 名古屋大学「都市と農山漁村の共生」フォーラム７日開催：高野雅夫・環境学研究科准教授
がパネリストで参加

12. 4（木）
12. 5（金）

中日（朝刊）
日刊工業

52 老年学：愛知淑徳大学教授・井口昭久・本学名誉教授　「離脱理論」今は昔 12. 4（木） 朝日（朝刊）

53 楊　暁文・国際言語文化研究科准教授が『源氏物語』を漢訳した翻訳者たちの苦労を話す 12. 4（木） 朝日（夕刊）

54 町田健・文学研究科教授　日本語の主語と主題 12. 5（金） 中日（夕刊）

55 第25回 JIA 東海支部設計競技入選発表　朝日ホールで13日開催：審査委員は小松尚・環境学研究科准教授らが務める 12. 6（土） 朝日（朝刊）

56 中日新聞を読んで：中西久枝・国際開発研究科教授　読者の共感呼ぶ報道 12. 7（日） 中日（朝刊）

57 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・下村脩氏が、他の受賞者と共にスウェーデン王立科学アカデミーで開かれたノーベル賞授
賞式前の記者会見に出席

12. 8（月） 中日（朝刊）
他４社

58 名古屋ノーベル賞物語　１：名大で運命の出会い　「静」の小林、「動」の益川 12. 8（月） 中日（朝刊）

59 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　転換　３ 12. 8（月） 中日（朝刊）

60 市民公開講座「知っていますか？　パーキンソン病～専門医によるパーキンソン病講座～」７日開催：祖父江元・
医学系研究科教授「市民公開講座開催にあたって…パーキンソン病とは？」、平山正昭・医学部附属病院講師「パー
キンソン病のくすりについて」、渡邉宏久・同病院助教「パーキンソン病と長く付き合う方法」

12. 8（月） 中日（朝刊）

61 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・下村脩氏が、ストックホルム大学でノーベル賞受賞記念の講演を行う

12. 9（火）

12.12（金）
12.14（日）

中日（朝刊）
他５社
朝日（朝刊）
毎日（朝刊）

62 名古屋ノーベル賞物語　２：下町のエジソン　父譲り科学の感覚 12. 9（火） 中日（朝刊）

63 名大サロンの主役：大屋雄裕・法学研究科准教授　法哲学の行方に注目 12. 9（火） 中日（朝刊）

64 ノーベル賞授賞式に招待された平野眞一総長は、「受賞者３人の記念講演で、いずれも本学での研究に触れていただ
いた。感動すると共にありがたく思う」と話す

12.10（水） 読売

65 第12回伊勢湾・三河湾を考える会３日開催：コーディネーターは科学技術交流財団理事長・松尾稔・元本学総長 12.10（水） 中日（朝刊）

66 名古屋ノーベル賞物語　３：海部家で　母を気遣う静かな子 12.10（水） 中日（朝刊）

67 ノーベル賞授賞式が10日、スウェーデン・ストックホルムのコンサートホールで開かれ、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、ボストン大学名誉教授・
下村脩氏らが、スウェーデンのカール16世グスタフ国王からメダルと賞状を授与される

12.11（木） 朝日（朝刊）
他４社

68 科学研究の魅力：本学で博士の学位を取得した高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏に科学研究の面白
さとはなにか、そして教育研究環境を支えるために大学が担う役割について聞く

12.11（木） 読売

69 ノーベル賞を受賞したシカゴ大学名誉教授・南部陽一郎氏と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、ボストン大学名誉教授・下村脩氏の業績とエピソー
ドを紹介

12.11（木） 読売

70 ８日に行われたノーベル賞受賞記念の講演では、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・小林誠氏が恩師の故・坂田昌一・元本学教授の思い出を語り、ボストン大学
名誉教授・下村脩氏は、故・平田義正・元本学教授を写真付きで紹介　山脇幸一・理学研究科教授は「小林さん、
益川さんによってやっと坂田教授が晴れの舞台で評価された」と感慨深く話す

12.11（木） 中日（朝刊）

71 ノーベル賞受賞記念　国立大学理学系学部　PR 特集：近藤孝男・理学部長は「本学理学部はノーベル賞受賞研究を
はじめ世界に冠たる研究成果を出し、現在も世界最高水準の研究が展開されている。自由闊達な学風を大切にし、
若い学生の知的好奇心を刺激しつつ、瑞々しい創造力を備えた人材を育てる」と話す

12.11（木） 読売
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月25日（火）～３月28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11回名古屋大学博物館特別展
「2008年ノーベル物理学賞・化学賞受賞記念特別展」

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」

記事 月日 新聞等名

72 理学研究科素粒子論研究室では、11日未明大学院生ら20人がノーベル物理学賞授賞式の模様をインターネット中継
で見守り、改めて先輩たちの偉業をたたえる

12.11（木） 朝日（朝刊）
中日（朝刊）

73 名古屋ノーベル賞物語　４：大空襲　地獄絵図が原体験に 12.11（木） 中日（朝刊）

74 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・下村脩氏が、ノーベル賞を受賞したことで本学の理学部を志望する受験生が増加

12.11（木）
12.22（月）

朝日（朝刊）
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、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・下村脩氏は、ノーベル賞授賞式に続き晩餐会に出席　高エネルギー加速器研究機構名誉教
授・小林誠氏は、物理学賞の受賞者を代表し「南部教授がこのセレモニーに参加されていないのが残念です。小林・
益川理論を実証する実験に加わった同僚に感謝します」と英語で挨拶する

12.11（木）

12.12（金）

12.14（日）

毎日（夕刊）
他３社
読売
他２社
毎日（朝刊）

76 名古屋ノーベル賞物語　５：焼け跡　すべてが遊び道具に 12.12（金） 中日（朝刊）

77 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 II澄んだ視点、光る歌」、福井康雄・理
学研究科教授　「宇宙の不思議に答えます」

12.12（金） 朝日（朝刊）

78 第67回日本癌学会学術総会：髙橋雅英・医学系研究科教授が出席 12.12（金） 読売

79 本学で博士の学位を取得した高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠氏は、ストックホルム大学で開かれた
ノーベル賞受賞記念講演で、“第４のクォーク” を発見した丹生潔・本学名誉教授の貢献をたたえる

12.12（金） 朝日（夕刊）

80 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・小林誠氏は12
日、インタビューに応じ「自分が科学上の謎解きで楽しみを味わえ、その上ノーベル賞までいただけた」と喜びを語る

12.13（土） 中日（朝刊）

81 名古屋ノーベル賞物語　６：優等生　間違いには妥協せず 12.13（土） 中日（朝刊）

82 本学と三重県は同県熊野市から和歌山県新宮市にかけて全長20キロにわたる活断層とみられる地形を発見　調査
を担当した鈴木康弘・災害対策室長は「『南海トラフ』に近い地域で、この活断層はプレート境界から延びている可
能性もあり、大地震のメカニズムを解明していく上でも重要」と話す

12.13（土） 朝日（朝刊）

83 第８回遺伝子実験施設公開セミナー新たな DNA 解析－次世代 DNA 解析のすべてと DNA 解析の新分野への展開－
16、17日開催：木村眞人・生命農学研究科教授、小内清・遺伝子実験施設研究員、松尾拓哉・同研究員らが最新研
究を紹介

12.13（土） 中日（朝刊）

84 叙位叙勲：正四位　水野正一・本学名誉教授 12.13（土） 中日（朝刊）

85 名古屋ノーベル賞物語　７：宿題　「全然せず」遊び盛り 12.14（日） 中日（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

１月15日（木）～16日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：14：30～17：30（15日）、
　　　　　� 9：00～17：00（16日）
参加無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
年代測定総合研究センター
052-789-2579　Fax：052-789-3092
E-mail：tande@nendai.nagoya-u.ac.jp
URL：http://www.nendai.nagoya-u.ac.jp/ja/

第20回年代測定総合研究センターシンポジウム

１月16日（金）
場　　所：野依記念学術交流館１階
時　　間：13：00～15：00
参加無料

［問い合わせ先］
エコトピア科学研究所
エネルギーシステム寄附研究部門
小島寛樹助教　052-789-5874

エコトピア科学研究所　市民公開講座
「電気でファッショナブルライフ、あなたも今日から 
 エコロジスト！（第６回）」

１月19日（月）
場　　所：中央図書館５階多目的室
時　　間：18：00～19：15
入場無料

［問い合わせ先］
附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667

附属図書館研究開発室
第33回オープンレクチャー「聖なる数学：算額」
講　　師：深川英俊（附属図書館研究開発室研究協力者）

１月19日（月）
場　　所：ベンチャービジネスラボラトリー
　　　　　３階ベンチャーホール
時　　間：14：00～16：45、
　　　　　17：00～（意見交換会）
募集人数：100名程度
参加無料（但し意見交換会参加費1,000円）
※要事前申込

［問い合わせ先］
愛知県産業労働部新産業課科学技術推進室
052-954-6352　Fax：052-954-6977
小型シンクロトロン光研究センター
052-747-6476　Fax：052-788-6002
E-mail：nusrc@sangaku.nagoya-u.ac.jp

第８回シンクロトロン光利用者研究会
～ XAFS ビームラインの紹介～
主　　催：愛知県、大学連合（名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、�
　　　　　豊田工業大学、名古屋大学）、財団法人科学技術交流財団

１月20日（火）、２月27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
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46回、第47回防災アカデミー
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）

第47回（2/27）
講演題目：多文化共生社会と防災
講 演 者：岡本耕平（環境学研究科教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

１月22日（木）
場　　所：CALE フォーラム
時　　間：16：00～18：00
※要事前申込

［問い合わせ先］
法政国際教育協力研究センター
林　秀弥准教授　052-788-6240

経済法国際ワークショップ
史際春中国人民大学教授講演会
講演題目：「中国独占禁止法の施行－思想と実践」

１月22日（木）～23日（金）
場　　所：IB 電子情報館　大講義室
参 加 費：�一般15,000円（１月12日までに�

申込の場合。当日20,000円）、�
学生無料

［問い合わせ先］
工学研究科
豊田浩孝教授　052-789-4698
関根　誠特任教授　052-789-4421
E-mail：ic-plants@plasma.engg.nagoya-u.ac.jp

第２回プラズマナノ科学に関する国際会議
（IC-PLANTS 2009）

１月24日（土）、２月７日（土）、
３月７日（土）、３月14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
Fax：052-788-6197
E-mail：ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp
URL：http://www-oc.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」
1/24� 講演内容：「福祉国家の歴史：その生成過程と機能」
� 講 演 者：福澤直樹（経済学研究科准教授）
2/7� 講演内容：「現代若者の職業観」
� 講 演 者：寺田盛紀（教育発達科学研究科教授）
3/7� 講演内容：「9.11以降の国際秩序」
� 講 演 者：定形　衛（法学研究科教授）
3/14� 講演内容：「工学倫理はなぜ大切か」
� 講 演 者：黒田光太郎（工学研究科教授）

１月30日（金）
場　　所：メルパルク名古屋
時　　間：9：30～18：00
定　　員：200名
参加無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
科学技術振興機構（JST）・
さきがけ「構造制御と機能」領域事務所
052-789-1471

PRESTO「構造制御と機能」研究領域１期生
平成20年度成果報告会
ナノサイエンスを舞台とする若き分子科学者達の挑戦

１月30日（金）
場　　所：文学部棟130会議室
時　　間：16：00～17：00
参加無料

［問い合わせ先］
文学研究科　英米文学研究室
eibei@lit.nagoya-u.ac.jp
文系事務部総務課（文学部担当）
052-789-2202

平成20年度英文学会特別セミナー
講演題目：「追憶の家―ジョン・ベッチャマンとカズオ・イシグロ」
講　　師：大石和欣（放送大学准教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

２月７日（土）
場　　所：豊田講堂
時　　間：13：00～17：00
※参加申し込みは締め切りました。

［問い合わせ先］
高等研究院　052-788-6153

2008年ノーベル物理学賞受賞記念
名古屋大学レクチャー
プログラム（予定）：
13：00～　開会あいさつ　平野眞一（総長）
13：10～　解説「素粒子とは」山脇幸一（理学研究科教授）
13：40～　解説「宇宙進化の謎と素粒子」杉山直（理学研究科教授）
14：15～　名古屋大学レクチャーシップ授与式、表彰楯贈呈式
14：25～　講演「CP対称性の破れと素粒子の模型」
　　　　　　　小林　誠（特別招へい教授、日本学術振興会理事）
15：15～　講演「CP対称性の破れが我々に語ったこと」
　　　　　　　益川敏英（特別招へい教授、京都産業大学教授）

２月21日（土）
場　　所：上智大学四谷キャンパス
　　　　　中央図書館・総合研究棟
　　　　　（L号館）L911
時　　間：13：00～17：00
定　　員：150名
参加無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
法学研究科 PSIM コンソーシアム事務局
052-788-6234　psim@law.nagoya-u.ac.jp

新しい尋問技術教育を考える
－NITA に学ぶ指導者養成プログラム－
主　　催：法実務技能教育教材研究開発（PSIM）コンソーシアム、
　　　　　名古屋大学大学院法学研究科・法科大学院
共　　催：上智大学法科大学院

３月７日（土）
場　　所：IB 電子情報館

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
近田政博准教授　052-789-5692

大学教育改革フォーラム in 東海2009

３月７日（土）
場　　所：名古屋国際ホテル　老松の間
時　　間：10：00～16：30
入場無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
医学部保健学科大学院GP事務室
Fax：052-719-1949
E-mail：thp@met.nagoya-u.ac.jp

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」
トータルヘルスプランナー（THP）養成コース　公開シンポジウム

「患者の意向による終末期医療の実現に向けて」
基調講演：高齢者本人の意思を尊重した最善の終末期ケア
講 演 者：Colleen�M.�Cartwright（オーストラリア・サザンクロス大学教授）
基調講演：患者・家族が望む End-of-life�care を実現するために
講 演 者：角田直枝（（財）日本訪問看護振興財団事業部長）
シンポジウム：「患者・家族の意向に沿った終末期ケアの実際」
　①日本における終末期医療の現状と課題
　　佐藤　健（国立病院機構豊橋医療センター緩和ケア部長）
　②患者の安楽とQOL 向上を目指すリハビリテーション
　　平野幸伸（愛知県がんセンター・リハビリテーション科）
　③住み慣れた地域で自分らしく生き抜くための支援
　　阿部まゆみ（医学系研究科特任講師）

３月７日（土）、８日（日）
場　　所：名古屋マリオットアソシア
　　　　　ホテル16階アイリス
時　　間：9：30～17：00
※要事前申込

［問い合わせ先］
法学研究科308研究室　052-788-6236

法学研究科「国際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」
第７回国際シンポジウム「国際倒産」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

３月９日（月）～10日（火）
場　　所：ヒルトン名古屋
参　　加：登録制（登録料＄375）

［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
052-789-4941　Fax：052-789-4942
E-mail：ercs@nul.nagoya-u.ac.jp

NAGOYA09：ビジネス、経済、IT に関する国際会議
使用言語：英語のみ
主　　催：�Univ.�of�Guam,�School�of�Business�and�Public�Administration,��

Penn�State�Altoona,�Division�of�Business�and�Engineering,��
経済学研究科附属国際経済政策研究センター

後　　援：（社）キタン会（経済学部同窓会）

３月10日（火）
場　　所：中央図書館５階多目的室
時　　間：18：00～19：30
入場無料

［問い合わせ先］
附属図書館友の会事務局　052-789-3666

附属図書館友の会トークサロン
第15回ふみよむゆふべ
演　　題：「そろばん今昔」
講　　師：藤本保紀（珠算史研究学会会員・日本数学史学会会員）

３月21日（土）、28日（土）
場　　所：医学部（21日）、博物館（28日）
時　　間：13：00～16：00
定　　員：各回12名
　　　　　学生・博物館友の会会員優先
参 加 費：100円（保険代）
※要事前申込

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

ミクロの探検隊
電子顕微鏡でミクロの世界を体験しよう！
テ ー マ：第13回ムシの世界（21日）、第14回植物の世界（28日）
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１　�昭和34（1959）年の理学部一帯。A館の増築工事が進んでいるが、当時の坂田研究室は
木造の２号館（○印）にあった。豊田講堂の基礎工事の様子も見られるが、この直後の
伊勢湾台風によって工事が遅れることになった。

２　�昭和45年の理学部一帯。この頃には坂田研究室も B館に移っていたが、この年に坂田教
授は亡くなった。益川博士が京大へ移ったのもこの年のことである。

３　�坂田記念史料室。B館の坂田教授室をできるだけ当時のままに残し、そこに坂田史料が
保存されていたが、現在は耐震工事の関係で A館に移されている（写真は移転前）。ま
た同室には、早川幸男、有山兼孝などの諸教授の資料も保存されている。閲覧を希望す
る方は、事前に物理学教室（052-789-2876）へご連絡ください。

４　�坂田記念史料室にある坂田昌一像。昭和56年に坂田博士夫人の信子氏より理学部素粒子
論研究室に寄贈された。製作者は彫刻家の清水多嘉示。

１ ２ ４

３

理学部A館理学部A館

山  

手  

通

山  

手  

通

理学部A館理学部A館

理学部B館理学部B館

81

　このたび、益川敏英博士（名大特別招へい教授）と
小林　誠博士（名大特別招へい教授）がノーベル賞を受賞
したことで、２人の師である坂田昌一博士（1911－1970、
名大名誉教授）への関心が高まっています。
　もっとも坂田博士は、もう少し生きていればノーベル賞
受賞の可能性が高かったとも言われる、現在の素粒子物理
学の基礎をきずいた世界的に著名な物理学者です。『広辞
苑』にも「坂田」の項目にその名前が取り上げられている
ほどです。
　益川博士は昭和33（1958）年、小林博士は38年に名大理学
部に入学し、坂田博士が在職のまま亡くなる45年まで、坂
田研究室で学問的基礎をかたちづくったことを考えると、
坂田博士が２人に与えた影響はきわめて大きなものがあり
ました。益川博士は、受賞時のインタビューに対し、われ
われが受賞できて多少なりとも「坂田物理」を世界に顕示
できた、と語っています。

　坂田博士が教員として28年在籍した名大理学部物理学科
（物理学教室）には、博士の膨大な個人資料が保存されて
います。博士の死後、物理学教室は博士の諸活動に関する
資料を収集・保存することを決め、昭和48年には博士の教
授室を坂田資料室として、そこに残された資料とともに保
存し、61年に坂田記念史料室と改称しました。
　この坂田史料は、博士の原稿や手記、ノート、メモ、書
簡類、蔵書、さらに日本学術会議原子核特別委員会といっ
た博士が関わった機関の資料などからなっています。名大
史にとどまらない、日本、世界の物理学史を語るきわめて
貴重な資料群です。すでに『坂田記念史料室資料目録』が
ありますが、理学研究科では資料のフィルム化、デジタル
化、目録の整備などを進めています。
　現在、名大博物館で開催中の「2008年ノーベル物理学
賞・化学賞受賞記念特別展」（３月28日まで）においても、
坂田博士についての展示が行われています。

坂田記念史料室　―世界の物理学史を語る―

※�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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