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産学官連携シーズ発表会を米国ニューヨークで開催

小林　誠先生ノーベル物理学賞受賞祝賀会に平野総長らが出席

大学入試センター試験が実施される－本学関係会場で約6,200名が受験－

安城市立桜林小学校において防災学習を実施

職員のためのセクシュアル・ハラスメント防止研修会を実施

平成20年度学生生活に関する教職員研究会を実施

年末キャンパスクリーンを実施

●知の未来へ

高品質結晶の作製を目指して　～窒化ガリウムの結晶成長の紹介～

本田　善央（大学院工学研究科助教）

●キャンパスクローズアップ

全学教育棟中央棟、中庭

●部局ニュース

国際シンポジウム ｢ イメージとしての戦後 ｣ を開催

「企業論ワークショップ－中小企業のダイナミズムと経営者のビジョン－」を開講

「モノづくりのマネジメントと環境マネジメント」セミナーを開催

第１回災害医療研修を兼ねた病院防災訓練を実施

国際協力イニシアティブ事業で第３回カンボジア輸出入・一村一品展覧会に出展

第６回、第７回オープンセミナーを開催

第８回公開講演会を開催

●環境への取り組み

環境報告書の公表と環境に対する名古屋大学の取り組み

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成20年12月16日～平成21年１月15日

● INFORMATION

平成20年度定年退職教授等の最終講義日程

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

名古屋大学平和憲章―「平和の創造に貢献する大学づくり」に向けて―
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　本学主催の産学官連携シーズ発表会
が、１月 14 日（水）、アメリカ・ニュー
ヨーク市のコーネルクラブにおいて開
催されました。
　本発表会は、今年度採択された文部
科学省「産学官連携戦略展開事業（戦
略展開プログラム）」の一環として、
本学及び関連大学等の国際的な産学官
連携を推進するため、外国企業との積
極的な連携の促進を図ることを目的と
して開催されたもので、本学をはじめ
とする中部地域の大学や科学技術振興
機構（JST）の先駆的な研究が、直接
海外の企業に公開、説明されました。
今回は、本学及び共催である JST の
呼びかけにより、名古屋工業大学、浜
松医科大学、岐阜大学、豊橋技術科学
大学、京都大学、慶応大学、北九州市
立大学が参加しました。
　まず最初に、宮田産学官連携推進本
部長から開会のあいさつ及び本学の紹
介があり、大濱隆司 JST 米国ワシン
トン D.C. 事務所長から JST の紹介が
行われました。
　次に、基調講演として、オリン・

ハスコウィッツ コロンビア大学科学
技術ベンチャーズ代表取締役から、同
大を中心としたアメリカの大学におけ
る産学連携や経済状況について解説が
あり、また、福田敏男工学研究科教授
から、脳血管内手術シミュレータの

「EVE」を中心とした医工連携に関す
るシーズの発表がありました。
　引き続いて行われた午前中の発表で
は、主に工学系の研究に関して「フィ
ジカルサイエンス系シーズ・プレゼン
テーション」として、名古屋工業大学、
豊橋技術科学大学、本学の３大学から
５名の研究者が、また、午後には医学
系の研究に関して「ライフサイエンス
系シーズ・プレゼンテーション」とし
て、岐阜大学、浜松医科大学、京都大
学、慶応大学、北九州市立大学及び本
学の６大学から８名の研究者が説明を
行いました。最後に、阿部正廣産学官
連携推進本部国際連携部長から閉会の
あいさつがあり、盛会のうちに終了し
ました。
　当日はアメリカ国内から、製造業等
に関連するアメリカ企業を中心に、日

系企業の米国法人関係者、産学官連携
機関関係者、大学関係者など 50 名近
くが参加し、発表者の説明に熱心に耳
を傾けていました。また、発表者側も
説明に工夫をこらし、学会等における
学術的な堅い説明を避け、企業の営業
担当者にもわかりやすいよう研究成果
の実物を使った実演やビデオによる実
例の紹介を取り入れたものとし、ユー
モアを交えた発表者の説明にときおり
笑いが起こるなど、和やかな雰囲気の
中で進行しました。
　世界経済が厳しさを増し、改めて産
学官連携を基盤とした製造業の研究開
発のあり方が見直されている現在、本
学から世界に発信する事業として大変
有意義な発表会となりました。

3NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.189

１　（左から）ハスコウィッツ代表取締役、阿部部長
２　福田教授による実演の様子
３　あいさつする宮田理事
４　会場の様子
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　平成21年度大学入試センター試験が、１月17日（土）、18
日（日）の２日間、全国738会場で実施され、本学関係では
東山キャンパスや学外の高等学校など８会場で約6,200名
が受験しました。
　今年度のセンター試験では、利用大学（短期大学を含む）
が前年度より20校増えて過去最高の797大学となり、志願

者数は前年度より596名増えて543,981名となりました。
　試験当日は、午前８時すぎにはコートやマフラーで身を
包んだ受験者が会場に集まり始め、参考書やノートで最終
チェックをしたり、友人との会話でリラックスするなどし
て、各々の方法で試験に備えていました。また、東山キャ
ンパスでは、高校ごとに集合し、教師から激励を受け、健
闘を誓う受験者の姿が見られました。
　試験場では、１日目の公民、地理歴史、国語、外国語、
２日目の理科、数学の試験が予定どおり行われました。ま
た、平野総長と高橋理事が本学関係の各試験場を訪れ、試
験場主任及び教職員にねぎらいのことばをかけました。
　なお、本学の個別学力検査は、前期日程試験として、２
月25日（水）及び26日（木）の２日間にわたって実施されま
す。また、医学部医学科については、後期日程試験として、
３月12日（木）にも実施されます。

　2008年ノーベル物理学賞を受賞した小林　誠特別招へい
教授の受賞祝賀会が、12月20日（土）、東京都内のホテルに
おいて開催されました。
　本祝賀会は、小林特別招へい教授のノーベル賞受賞を祝
うとともに、今後の活躍を祈念するため、日本学術振興
会、高エネルギー加速器研究機構、京都大学、そして小林
特別招へい教授の出身大学である本学等の関係者が発起人
となって開催され、約200人が参加しました。

　会場内にはノーベル賞のメダル及び賞状が飾られ、祝賀
会ではまず、小野元之日本学術振興会理事長、鈴木厚人
高エネルギー加速器研究機構長のあいさつがあり、次に
塩谷　立文部科学大臣から、我が国の研究レベルの高さを
あらためて世界に示すことができたことをうれしく思うと
の祝辞がありました。続いて、平野総長が、今回の受賞を

「大変うれしい贈り物」と表現し、「小林先生、益川先生、
下村先生のノーベル賞受賞は、学生や若い研究者の励みに
なります」と述べ、乾杯の発声を行いました。
　懇談中は、小林特別招へい教授を囲んで幾重にも人の輪
ができ、方々で記念撮影が行われていました。最後に、小

林特別招へい教授の謝
辞、藤井信孝京都大学
理事のあいさつがあ
り、盛会のうちに閉会
しました。
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試験に臨む受験者

あいさつする小林特別招へい教授 小林特別招へい教授に贈られた賞状とメダル
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大学入試センター試験が実施される
－本学関係会場で約6,200名が受験－

小林　誠先生ノーベル物理学賞受賞祝賀会に平野総長らが出席



　死者2,306人を出した三河地震から64年目を迎えた１月
13日（火）、被災地である愛知県安城市立桜林小学校におい
て、防災学習「三河地震被災体験談から学ぶ、わたしたち
の防災術」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、災害対策室が、木村玲欧助教環境学研究科助教を代
表とし、歴史災害教訓伝達プロジェクトを立ち上げ、同市
の防災課、教育委員会などと協力して進めているもので、
今年度３校目の開催となりました。
　今回の学習は６年生２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。木村助教の
司会のもと、１時間目は、地震災害の実態を学ぶために、
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。２時間目には、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、体験談から
学んだ「地震の前後にどんなことをすればよいか」につい
て、ワークショップ形式の少人数体験学習を行いました。
　近い将来に起こると言われている巨大地震に備えるため
には、その時に社会の中核となる子どもたちに対する防災
教育や学校を含む地域内・地域間連携の充実が必要です。
今回の防災学習を通して、小学校、地域ボランティア、大
学が連携した新しい教育プログラムの提案を行い、今後、
アンケート結果などをもとにプログラムの改善を図りなが
ら、来年度以降も活動を行っていく予定です。

　職員のためのセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）
防止研修会が、12月15日（月）、16日（火）、18日（木）、24日

（水）の４日間、主任以下の職員等、掛長以上の管理監督者、
医学部附属病院の職員のそれぞれを対象として実施されま
した。この研修会は、セクハラが人権侵害であると理解し、
セクハラの被害を早期に発見し、セクシュアル・ハラスメ

ント相談所について周知すること、また、リスクマネジメ
ントの視点からセクハラ問題を考えることを目的として開
催され、４日間で約280名が参加しました。
　15日には、セクシュアル・ハラスメント防止対策委員で
ある池田素子総長補佐が大学のセクハラ防止対策体制とセ
クハラ相談所について説明した後、同相談所相談員からビ
デオ等を用いた講習がありました。16日には、元松　茂弁
護士が「セクシュアル・ハラスメントの実例と法的な問題
について」と題して２つのセクハラ事案の概要とその裁判
結果について解説を行い、18日には、岩井羊一弁護士が「セ
クシュアル・ハラスメントを防止する法的義務」と題して
管理者としての法的責任、セクハラ防止の義務について講
演しました。さらに、24日の研修会では、臨床心理士の加
藤淑子旭労災病院非常勤カウンセラーから「職場における
セクシュアル・ハラスメント対策について－セクシュア
ル・ハラスメントのない職場をめざして－」と題した講演
があり、病院におけるセクハラの実例、セクハラ防止に向
けた職員の心構え、不快な言動を受けた場合に留意すべき
こと、セクハラ認識度チェックシートに基づいたセクハラ
に対する意識について学びました。
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安城市立桜林小学校において防災学習を実施

職員のためのセクシュアル・ハラスメント防止研修会を実施



　年末キャンパスクリーン（屋外清掃）が、12月17日（水）、
全学の教職員及び学生の参加を得て実施されました。
　キャンパスクリーンは、構内美化の一環として行われて
おり、今年度は名大祭終了後（６月）にも実施しています。
　本部からは約110名の参加があり、山口施設管理部長の
あいさつの後、東山キャンパス構内及び周辺の市道に分か

れて、枯葉、空き缶、紙くず等の除去や、ビラ等の撤去な
どを行いました。
　本学では、今後もキャンパスクリーンを継続することに
より、「ゴミのないきれいなキャンパス」を目指していき
ます。

　平成20年度学生生活に関する教職員研究会が、12月19日
（金）、環境総合館レクチャーホールにおいて実施されまし
た。
　本研究会は、本学における学生指導の当面する諸課題に
ついて検討するとともに、そのあり方について研究討論、
意見交換を行うことにより、教員及び事務職員の連携をよ

り緊密なものとし、学生指導の円滑な運営を図ることを目
的として実施されたもので、杉山理事、各研究科長をはじ
め、教職員約70名が参加しました。
　今年度は「FD・SD の充実」を研究課題としており、夏
目達也高等教育研究センター教授による「最近の学生の学
習行動とその支援」と題した基調講演が行われました。次
に、教員 FD や文部科学省「新たな社会的ニーズに対応し
た学生支援プログラム」事業である「学生支援メッシュプ
ロジェクト“メユット”」などの本学の組織的な取り組み
の現状や効果等について担当教員から話題提供があり、参
加者は熱心に聞き入っていました。
　その後、引き続いて研究討論が行われ、学生指導の今後
のあり方について活発な意見交換がなされました。

*  FD とは、ファカルティ・ディベロップメントの略で、日本の大学では教員に
よる教育改善のための組織的取り組みを指す言葉として用いられています。
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年末キャンパスクリーンを実施

平成20年度学生生活に関する教職員研究会を実施



　近年の我々の暮らしは、コンピューターや携帯
電話に代表されるハイテク機器無しでは考えられ
ません。21世紀の現在、ユビキタス社会がまさに
現実になりつつあります。このような発展は半導
体技術の発達の上に成り立っていると言っても過
言ではありません。
　半導体には主にシリコン半導体と化合物半導体
が存在します。一般的にいずれの半導体も単結晶
ですが、欠陥や不純物の少ない高品質単結晶の作
製技術を確立しなければ、そのポテンシャルを活
かす事が出来ません。それを実現するために多く
の工夫が必要となってくるのです。そこに、“結
晶成長”という１つの分野が存在してくるわけ
です。
　さて、我々が扱っている材料は GaN（窒化ガ
リウム）系の材料です。GaN 系材料は電気を光
に変える事が出来ます。この材料は、原理的には
紫外～赤外の領域の発光デバイスとして用いるこ
とが可能であり、現在では青色発光ダイオードと
して広く知られており、信号機やディスプレイの
バックライトなどに広く実用化されています。
　この GaN の結晶成長は非常に困難です。それ
は、GaN 溶液を作れないこと、プロセス温度が
1000℃を超えること、GaN 基板が存在しないこ
とによります。長い間綺麗な単結晶を成長させる
ことは不可能とされてきましたが、1986年に名古
屋大学で実現され、この技術が現在では GaN 結
晶成長の標準技術となっています。

　今では GaN の比較的高品質な結晶を容易に作
製出来るようにまで GaN 結晶成長技術は進化し
ています。にも関わらず、GaN のポテンシャル
はまだまだ十分に活かしきれていません。さら
なる発光デバイスの高性能化を目指し、我々は
従来と異なる結晶面に可能性を見出し、GaN 結
晶の成長軸を傾ける研究を行ってきました。そ
の結果、発光デバイスとしての利用は確認できま
したが、結晶性の更なる改善が必要であることも
分かってきました。この改善は一朝一夕では成し
遂げられません。結晶成長には理論も存在します
が、最終的には“カン”が物を言います。とにか
く結晶を沢山作っているうちに、何が悪いのか

“何となく”分かってきます。その“何となく”
が大事であり、日々結晶成長に対する“嗅覚”を
養いながら、高品質結晶の作製に邁進している毎
日です。
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図１　Si 基板上へ成長した GaN の六角錐ドット列

図２　加工 Si 基板上へ軸を傾けて成長した GaN 結晶
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■全学教育棟中央棟
　全学教育棟は、全体面積が２万㎡に及ぶ建物
で、主に昭和37年から42年にかけて段階的に整備
され、かつては旧教養部の校舎として使用されて
いました。建設後40～45年が経過し、建物の老朽
化だけではなく、学生の増加による狭隘化や組織
の再編等による機能面での支障もきたしており、
平成18年度から耐震改修を含めた改修工事を行っ
ています。
　名大トピックス171号で取り上げた平成18年度
のⅠ期工事（南棟）に引き続き、平成19年度は中
央棟（7,680m2）の改修工事を実施しました。
　各部局エリアの区分としては、１・２階全体と
３・４階の西側部分を全学教育専用部分に、３・
４階の南北通り抜けと中央東側部分を情報文化学

部専有部分にして、それぞれの区分を明確にしま
した。
　また、国際言語文化研究科棟から CALL 教室

（CALL：Computer-Assisted Language Learning、
コンピュータを使用した言語学習）を２階に移動
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27．全学教育棟中央棟、中庭



し、全学教育を受講する学生の利便性に配慮しま
した。
　全学教育棟は、全学の学部学生の半数である約
4,500人の教育の場であり、とりわけ新入生にとっ
ては初めて接する大学生活の場でもあることから
アメニティにも配慮しました。１階エントランス
周辺の改修では、明るく開放的な空間づくりを行
い、隣接して事務室を配置することにより、学生
及び教職員の利便性を図ったほか、出入り口の自
動ドア、スロープ及び多目的便所の設置等のバリ
アフリー整備も行いました。
　また、１階に学生ホール、２・３階の主動線の
交差部にセミナーラウンジを配し、コミュニティ
スペースや学生の自学自習スペースを多く確保し
ました。
　耐震補強は、デザインと経済性を考慮し、外付
鋼板内蔵コンクリートブレース及び内部耐震壁増
設による耐震補強工法を用いました。
　省エネ対策として、居室の窓には複層ガラスを
採用するとともに、建物内部全般に断熱材を施す
等、輻射熱の抑制による空調ランニングコストの
低減を図りました。
　なお、全学教育棟は、今年度引き続き北棟の改
修工事に着手しています。

■中庭
　中庭は、学生の福利厚生の充実を目的に、学生
や教職員からなるグループ PAPLA（Public Art 
Project for Liberal Arts）による提案を基本とし
て計画され、整備されました。そのコンセプトは

「みつけるにわ」です。入学後、１・２年次の学

生が多くの時間を過ごす場所であるとともに、そ
こで専門的な学問や生涯の目的など、何かを見つ
ける中庭であり、教養教育の意味を考える場であ
るようにと計画されました。
　具体的なプランは大学院環境学研究科都市環境
学専攻の大学院学生の提案によるものです。屋根
は日陰と休息の場を提供し、同時に豊田講堂の青
色発光ダイオードの時計と対照をなす日時計とし
ても機能します。またベンチのスケールや床のパ
ターンは、近代の著名な建築家ル・コルビュジェ
が提案した寸法単位のモジュロールを用いています。
　また、中庭のアートは、パリを拠点に世界で活
躍するアーティストのフェリーチェ・ヴァリーニ
氏による《Venti Punti Dieci Rete》（20の点と10
の直線）です。断片的に見える赤い線は、ある一
点にたつとすべてつながり、10本の直線になりま
す。中庭に入る通り道（パサージュ）に設定され
たそのポイントを出発点として、様々な地点・角
度から鑑賞して楽しむことができます。見る人が
それぞれ自由に解釈し、想像力をはたらかせるこ
とで作品は完成することになります。
 （施設管理部）
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１　改修後の中央棟外観
２　改修前の外観
３　１階学生ホール
４　全学教育用 CALL 教室
５　中庭全景
６　中庭のアート

１

２

３ ４ ５ ６



　大学院経済学研究科は、７月４日（金）から12月19日（金）
までの間に計15回にわたり、中小企業基盤整備機構の協力
による「企業論ワークショップ－中小企業のダイナミズム
と経営者のビジョン－」と題した講座を開講しました。
　この講座は、実際に企業経営に携わる社会人および同研
究科の大学院学生を対象に、ユニークな技術やビジネスモ
デルを持つ中部地域を中心とする中小企業13社の経営者
が、経営現場で発生した様々な実例について講義を行うも
のです。
　講義では、経営者がそれぞれの商材に応じて、その商材
を最も市場に適合させるためのビジネスモデルを創造して
いる点が注目され、できるだけ手離れの良いモデルを志向
する例もあれば、それと全く逆に顧客との永続的な取引
関係を追求する例もあること、また、最新技術の導入に
より、ともすれば同業者を競合先にしかねない事業を、逆
に競合先を味方に取り入れるようなビジネスモデルにして
成功した例、さらに、マーケティングのためにパリやミラ
ノのトップクラスの展示会で優秀作品として認められると
いう方法をとって成功した例もあることなどが紹介されま
した。

　受講者は、人材育成、商品開発、マーケティング等に関
する失敗談、苦労話、成功事例に興味深く耳を傾けていま
した。
　今後これらの教材をもとに、大学におけるビジネスモデ
ル研究を深化させ、その成果を同機構や中小企業にフィー
ドバックすることにより、産学官連携を一層発展させてい
くことが期待されます。

　大学院文学研究科附属日本近現代文化研究センターは、
１月９日（金）から11日（日）の３日間、文系総合館カンファ
レンスホールにおいて、国際シンポジウム ｢ イメージとし
ての戦後」を開催しました。
　これは、「戦後はどのようなイメージとして産出され流
通してきたのか。イメージとして消費される歴史に対して
どのように向き合うべきなのか」というモチーフを起点と

してプログラムが構成され、昨年10月に設置された同セン
ターが主催する初めてのシンポジウムとして企画されたも
のです。
　９日は、｢ 新世代パネル」として、大学院文学研究科、
大学院国際言語文化研究科及び大学院情報科学研究科の大
学院学生を中心とする若手研究者による２つのパネルセッ
ションが行われました。
　10日及び11日には、それぞれ「歴史の表象」、「イメージ
消費と歴史認識」と題した２つの国際シンポジウムが開催
され、海外から、阿部マーク・ノーネス ミシガン大学教授、
トーマス・ラマール マギル大学教授、シュテフィ・リヒター  
ライプツィヒ大学教授、マイク・モラスキー ミネソタ大学教授、
また、国内からは、ジャクリーヌ・ベルント横浜国立大学准
教授及び新城郁夫琉球大学准教授をはじめとする研究者が
発表を行いました。視覚文化のイメージ形成と戦後日本文
化についての検討が行われるとともに、昨今の若者のポッ
プ・ナショナリズムの動向、ジャズ喫茶、沖縄文学、1960
年代の文学をもとに戦後認識とイメージ消費についての議
論が展開され、さらに、映画上映会、展覧会等も開催され
るなど大変充実したシンポジウムとなりました。
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「企業論ワークショップ－中小企業のダイナミズムと経営者のビジョン－」を開講
●大学院経済学研究科

国際シンポジウム ｢イメージとしての戦後 ｣を開催
●大学院文学研究科



　大学院経済学研究科は、12月26日（金）から28日（日）の３
日間、文系総合館カンファレンスホールにおいて、日本学
術振興会アジア研究教育拠点事業セミナー「モノづくりの
マネジメントと環境マネジメント」を開催しました。同事
業の中国における拠点機関である北京大学及び協力機関の
天津大学の研究者の他、日本側の研究者、実務担当者など、
延べ約200名が参加しました。
　開会式では、山本理事、海　聞 北京大学副学長、
前澤綾子日本学術振興会国際事業部地域交流課長（代読）
のあいさつがありました。セミナーは、環境マネジメン

ト、中国におけるモノづくりと環境のマネジメント、モ
ノづくり・イノベーション・環境、の３部構成で行われ、
彭　近 新中国環境保護部法律規制司前司長が中国の環境
発展戦略、胡　大源北京大学国家発展研究院副院長が北京
市の大気対策、細田衛士慶応義塾大学教授が資源の有効利
用、藤井敏夫愛知県環境部長がエコ都市づくり、國部克彦
神戸大学教授がマテリアルフローコスト会計、伊藤秀章エ
コトピア科学研究所特任教授が EcoTopia 指標、林環境学
研究科長が都市化と環境問題、井村秀文同研究科教授が黄
河流域の水資源管理、西村　眞経済学研究科教授が環境モ

デル都市づくりに関してそれぞれ講演を
行うなど、合計44件の講演及び報告が行
われ、最後に、日本側コーディネータ
である高桑宗右ヱ門経済学研究科教授、
荒山裕行同研究科教授、薛　進軍同研究
科教授が総括を行いました。
　なお、このセミナーの開催に併せて、
同研究科と中国・対外経済貿易大学国際
経済貿易学院との間で部局間学術交流協
定の調印式が挙行されました。

　医学部附属病院は、12月16日（火）、同院において、第１
回災害医療研修を兼ねた防災訓練を実施しました。
　同院が位置している愛知県西部は、今後30年以内に震度
６弱以上の地震が発生する確率が26％以上といわれていま
す。同院は平成19年度から災害拠点病院（地域災害医療セ
ンター）に指定され、地域の災害対策網の一員として役割

を担うことになりました。災害対応では、短期間に非常に
多くのマンパワーが必要となるので、多くの職種の職員に
共通の知識やスキルが備わっていることが求められます。
　今回は他施設からインストラクターを招へいし、名古屋
医専の学生にも模擬患者として協力を得、同院から医師、
看護師、研修医、事務職員の他、地域の消防署員５名を含
めた計41名が参加しました。午前は石黒副病院長のあいさ
つの後、インストラクターから災害医学総論、災害医学各
論、地域防災計画や医療救護計画の中での各医療施設の役
割、DMAT の紹介、広域搬送の説明、トリアージタグ記
載の講義が行われました。その後５つのグループに分かれ
て、それぞれ指揮命令系統の確立、一次トリアージ、外傷
治療、搬送（広域搬送を含む）、情報・通信について実習
が行われました。最後にグループ実習の成果を生かし、災
害を想定した全体訓練が病棟前ピロティで行われました。
多くの参加者から、今回の訓練は実践的で大変有意義で
あったという声が聞かれました。
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「モノづくりのマネジメントと環境マネジメント」セミナーを開催
●大学院経済学研究科

第１回災害医療研修を兼ねた病院防災訓練を実施
●医学部附属病院



　農学国際教育協力研究センターは、11月25日（火）、ベ
ナンにあるアフリカ稲センター（WARDA）で活動して
いる池田良一 JICA 派遣専門家を講師として迎え、第６回
オープンセミナーを開催しました。池田氏は、2005年４月
以来、WARDA で育成され、アフリカでの普及拡大が期
待されているイネ品種群“ネリカ”の種子増殖活動を支援
しています。今回のセミナーでは、「ネリカ種子の増殖を
通じてアフリカ稲作を支援する」と題して、ネリカの種子
増殖、栽培、普及活動の現状と今後のアフリカ稲作振興の
動向に関する報告が行われました。アフリカにおけるイネ

研究や稲作振興に対する国際協力の現状について活発な質
疑応答が行われ、盛況のうちに終了しました。
　また、第７回同セミナーが、12月25日（木）、ホウト・
チャンティ同センター客員研究員を講師として開催され
ました。チャンティ氏はカンボジア王立農業大学（RUA）
ジュニア講師、大学院非常勤講師として、農産物加工、微
生物、食品分野の教育・研究に従事しており、昨年10月か
ら12月まで、客員研究員として「カンボジアにおける酒造
り農家の収入構造と、品質向上の収入への貢献」の研究
に取り組んできました。今回は、「農民の経験と彼らが直

面している問題を如何に RUA の農
産物加工教育に活かすか」と題し
て、カンボジア・タケオ州で同セン
ターの研究グループと一緒に取り組
んだ酒造りの改良の現場から得た経
験と教訓を RUA の農産業教育にど
う活かすかについて講演が行われ、
RUA への助言も含め活発な議論が
なされました。

　農学国際教育協力研究センターは、12月15日（月）から18
日（木）の４日間、カンボジア・プノンペン市のモンディア
ルセンターにおいて、第３回カンボジア輸出入・一村一品
展覧会に参加しました。
　これは、同センターが、平成20年度文部科学省「国際協
力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業に採択された
「開発途上国における拠点大学を中心とした農産物加工産
業振興モデルの構築とその普及」事業におけるカンボジア

王立農業大学との共同研究の中で、同国タケオ州の農家の
生活向上手段の一部として農家の酒造りの品質向上に取り
組んでおり、今回、その成果を発表するため、同展覧会に
ブースを出展したものです。
　ブースでは、シャム・プラシド カンボジア商業省上級
大臣の訪問を受け、松本哲男同センター教授がプロジェク
トの説明を行いました。また、同取り組みによって醸造し
たお酒の試飲及びアンケ－ト調査を行い、約400名の一般

の来場者から回答を得
ることができました。
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講演する池田氏（第６回） 講演するチャンティ氏（第７回）

プラシド大臣（中央）にプロジェクトを説明する松本教授（中央左） 試飲及びアンケート実施の様子
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第６回、第７回オープンセミナーを開催
●農学国際教育協力研究センター

国際協力イニシアティブ事業で第３回カンボジア輸出入・一村一品展覧会に出展
●農学国際教育協力研究センター



　地球水循環研究センターは、12月20日（土）、シンポジオ
ンホールにおいて、第８回公開講演会を開催しました。今
回は『「水」と地球環境』と題し、水とその循環に関わる
地球環境の諸現象や地球環境問題について、学内外の４名
の講師が講演を行いました。
　はじめに、藤田耕史環境学研究科准教授から、アジア高

山域の氷河が急速に縮小しつつある理由について、他地域
の氷河との比較の観点から話題提供がありました。次に、
中野孝教総合地球環境学研究所教授が、地下水や河川水の
水質形成過程について解説するとともに、水の酸素・水素
安定同位体組成やストロンチウムなどの溶存物質の安定同
位体組成が水循環や物質循環における有益な情報をもつこ
とを紹介しました。続いて、安成哲三同センター教授が、
降水や蒸発散といった大陸スケールでの水循環が植生の有
無や地表面状態の差異によって非常に異なることを説明
し、さらに、沖　大幹東京大学生産技術研究所教授が、世
界各国の一人一日あたりの水使用量の比較や食料の輸出入
に伴なう仮想水貿易の問題、東海豪雨について解説し、最
後に、現代に生きる我々のなすべきことを持続学的な視点
から話しました。
　当日は125名が来場し、来場者を対象として行ったアン
ケートからは、教員や研究者のみならず高校生や大学生に
も好評であったことが伺われるなど大変有意義な講演会と
なりました。
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第８回公開講演会を開催
●地球水循環研究センター



　名古屋大学は環境報告書2008を平成20年９月に公表しま
した。同報告書の作成は、一昨年度、昨年度に続き３回目
となりました。また、昨年度と同様、ダイジェスト版も作
成しました。
　この報告書は、本学関係者や一般の方々を対象に、本学
の環境に対する取り組みや社会貢献について紹介するとと
もに、環境に対する関心を喚起することを目的としたも
のです。同報告書はインターネット（http://web-honbu.jimu.
nagoya-u.ac.jp/fmd/rpt.html）でご覧いただくことを想定
していますが、ダイジェスト版は8,000部作成し、新入学
生にはもちろん、本学の受験を考えている方を対象とした
大学説明会などでも配布しています。また、昨年10月に開
催した第４回名古屋大学ホームカミングデイでは、希望者
に配布しました。
　昨年までの環境報告書は、主に大学構成員を対象に「環
境保全」に関する意識の向上を目指して作成しましたが、
環境報告書2008では、本学が教育・研究を通じて持続可能
な社会の発展のために「環境・安全・健康・衛生」の分野
で貢献していることを、大学を取り巻く周辺地域の企業・
自治体・住民の方々をはじめ、幅広い分野の方々に知って
いただくためのものとしました。同報告書では、「持続可
能な社会の創成に向けての人材育成」、「最先端の環境関連
の研究紹介及び教育の取り組み」、「環境マネジメントの構
築に向けた活動」などを紹介しています。
　本学が環境報告書を作成し公表しなければならないこと
は法令で定められていますが、作成にあたり、それを公表
することの意義を常に検討する必要があります。

　意義の１つ目は、環境に対して本学が果たしている社会
的責任についての広報機能の役割が挙げられます。重要な
のは、本学構成員の環境問題の自覚向上・啓発への役割で
す。このために、本学構成員に環境報告書が認知され、読
まれるよう、あらゆる機会を通して取り組んでいます。本
誌での紹介もその一環です。
　２つ目は環境報告書の有効活用です。環境報告書2008の
本冊34ページ（web 版31、32ページ）では「環境報告書
を用いた教育実践」を紹介しています。各教員が、環境報
告書を積極的に教材として活用することが期待されます。
その教育実践で得られた学生からの同報告書に対するコメ
ントとして「大学は人材教育機関なので、卒業生がどのよ
うな取組みを行っているかの紹介」を取りあげるよう提案
があり、早速活用されました。それが、本冊43、44ページ
（web 版40、41ページ）の「名古屋大学卒業生の活躍」の
紹介です。
　環境報告書2006および2007の編集は、教員主体の「環境
報告書の作成に関する検討WG」が行いましたが、教員主
体では限界があり、今後の環境報告書の作成も含めた環
境活動に、いかに学生に参加してもらうかは重要な課題
です。環境報告書2008の作成のための検討WGには学生
１名が参加しました。これは小さな１歩です。興味・関
心のある本学学生の参加を歓迎しますので、施設管理課
にご連絡ください。読者のみなさまの率直なご意見・ご感
想も、環境報告書の内容を充実させるのに非常に役立ちま
す。ご意見、ご感想などは施設管理課（sis-sou@post.jimu.
nagoya-u.ac.jp）あてに遠慮なくご連絡くださるようお願
いします。

名古屋大学はチーム・マイナス６％に参加しています
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環境報告書2008ダイジェスト版

環境報告書2008で紹介している「名チャリプロジェクト」
名古屋大学は名古屋市からエコ事業所の
認定を受けています

環
境
へ
の
取
り
組
み

環境報告書の公表と環境に対する名古屋大学の取り組み



記事 月日 新聞等名

1 名古屋ノーベル賞物語　８：小説小僧　好奇心の窓読書から 12.16（火） 中日（朝刊）
2 産学連携第２ステージ：本学は中部地域の大学と協力し国際産学連携を推進 12.16（火） 日刊工業
3 学生街ダンス：シンポジウム「東アジアの安全保障とメディア」28日開催：司会は春名幹男・国際言語文化研究科

教授、田中均・元外務審議官、ジェームス・フォスター・元米国務省朝鮮半島部長、ジャーナリストら５人がパネ
リストを務める　竹内詩織さん・本学大学院生がシンポジウムの企画・運営に携わる

12.16（火） 中日（朝刊）

4 楢崎彰一・本学名誉教授は、開館から30周年を迎えた愛知県陶磁資料館について「愛知県は古代から現代まで続く
窯業の中心地なので、日本全体の窯業を見通せる施設にしようと話し合った」と建設当時を振り返る

12.16（火） 中日（朝刊）

5 産学官連携のための農林水産技術交流会15日開催：前島正義・生命農学研究科教授　「植物の生育を司る生体膜輸
送システム」、山田容三・同研究科准教授　「森林バイオマス資源の利用促進に向けて」

12.16（火） 中日（朝刊）

6 国際シンポジウム「オバマの米国　世界どう変わる」16日開催：春名幹男・国際言語文化研究科教授らがパネル討論 12.16（火） 中日（朝刊）
7 名古屋ノーベル賞物語　９：人工衛星　宇宙開発幕開け興奮 12.17（水） 中日（朝刊）
8 名古屋ノーベル賞物語　10：坂田モデル　名大発新理論に衝撃 12.18（木） 中日（朝刊）
9 本学で博士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏が、スウェーデン・ストックホルムのノーベル賞授賞

式におけるノーベル財団の徹底した「おもてなしの心」に深く感謝
12.18（木） 朝日（朝刊）

10 名古屋ノーベル賞物語　11：指導教官　人間形成大きな影響 12.19（金） 中日（朝刊）
11 文部科学省が医師不足に対応するため、77大学の医学部定員を増やす学則変更を認めたことにより、本学の09年度

医学部入学定員は、８人増え108人に
12.19（金） 毎日（朝刊）

12 福田敏男・工学研究科教授と関山浩介・同研究科准教授らの研究グループは、株式会社東海理化と共同で “スイッ
チの押し心地の良し悪し” を研究

12.19（金） 日刊工業

13 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」、周藤芳幸・文学研究科教授　
「ナイルのほとりのヘレニズム文明」

12.19（金） 朝日（朝刊）

14 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、活発な議論を交わした理学
研究科素粒子論研究室「E 研」は、今も自由闊達な風土が健在

12.20（土） 中日（夕刊）

15 名古屋ノーベル賞物語　12：仲間　遊んで学んで夢共有 12.20（土） 中日（朝刊）
16 名古屋ノーベル賞物語　13：伊勢湾台風　猛威学校生活が一変 12.21（日） 中日（朝刊）
17 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・小林誠氏のノーベル物理学賞受賞を祝う記念

祝賀会が東京都内で開かれる　小林氏は「授賞式を終えたが、これが我が身に起こっていることだと信じられない。
今後も自分らしくありたい」と話す。平野眞一総長は本学ゆかりの３人がノーベル賞を受賞したことについて「若
い研究者の大変な励みになっている」と話す

12.21（日） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

18 第53回東海地区国立大学文化祭20、21日開催：本学など東海地区国立大学８校の文化サークルや同好会など40団体
が、日頃の活動成果を披露

12.21（日） 中日（朝刊）

19 第７回坂田・早川記念レクチャー記念講演会21日開催：丹生潔・本学名誉教授が「幻のノーベル賞　チャーム粒子
の発見」と題して講演

12.22（月） 読売

20 名古屋ノーベル賞物語　14：語学　上達へ努力惜しまず 12.22（月） 中日（朝刊）
21 東海団体リーグ将棋　第46回東海本部団体リーグ最終戦21日開催：本学 A チームは最も難易度の高いレベルで５連

覇を達成
12.22（月） 中日（朝刊）

22 名古屋歴史科学研究会例会23日開催：コメンテーターは池内敏・文学研究科教授 12.22（月） 中日（夕刊）
23 名古屋ノーベル賞物語　15：理論屋　磨きがかかる独創性 12.23（火） 中日（朝刊）
24 学生街ダンス：高木賢治さん・本学大学院生が博物館で行われている2008年ノーベル物理学賞・化学賞受賞記念特

別展を見学
12.23（火） 中日（朝刊）

25 地域医療はいま：本学など愛知県内にある４大学病院の院長など10人で構成する有識者会議は、救急医療体制を維
持するため公立病院の統合を提言

12.23（火） 朝日（朝刊）

26 書籍：「日本植民地建築論」　西澤泰彦・環境学研究科准教授著 12.23（火） 中日（朝刊）
27 名古屋ノーベル賞物語　16：坂田研究室　民主的で自由な環境 12.24（水） 中日（朝刊）
28 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　転換　４ 12.24（水） 中日（朝刊）
29 若林俊彦・医学部附属病教授に脳神経疾患の最先端医療について聞く 12.24（水） 朝日（朝刊）
30 うつ病の治療法や職場復帰のあり方について尾崎紀夫・医学系研究科教授、中村純・産業医科大学教授、上島国利・

国際医療福祉大学教授の専門医３人が話し合う
12.24（水） 日経（朝刊）

31 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　組み込まれた「子育て介助」 12.24（水） 中日（朝刊）
32 本学で博士の学位を取得した、ノーベル賞受賞者の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・下村脩氏を本学は特別招へい教授に委嘱　任期は来年１月から５年間　ともに同賞を受賞し本学で博
士の学位を取得した京都産業大学教授・益川敏英氏は、昨年10月から特別招へい教授に就任

12.25（木）

12.26（金）

中日（朝刊）
他４社
日刊工業

33 名古屋ノーベル賞物語　17：教室会議　民主主義能力伸ばす 12.25（木） 中日（朝刊）
34 福井康雄・理学研究科教授らの研究グループは、巨大星雲が水素分子でできたガス雲の衝突でできたことを解明 12.25（木） 中日（朝刊）

読売
35 本学の前身である愛知県立医学専門学校に精神医学講座が開講して100年になるのを記念し、精神医学開講100周年

記念誌編集委員会が「名古屋大学精神医学開講100年」を発行
12.25（木） 中日（朝刊）

36 西山幸廣・医学系研究科教授らの研究グループが開発した、ウイルスを使ったがんの新治療法が米国で臨床試験の
認可を受ける

12.26（金） 中日（朝刊）

37 文部科学省科学技術政策研究所は「今年のナイスな研究者」として、山口茂弘・理学研究科教授の「典型元素の基
礎化学を通じて高性能有機エレクトロニクス材料を創出」などを選定

12.26（金）
12.29（月）

毎日（朝刊）
日刊工業

38 名古屋ノーベル賞物語　18：コロキウム室　世界最先端熱く議論 12.26（金） 中日（朝刊）
39 第７回読売・大学中部地区懇話会10日開催：国立大学は本学など６校が参加 12.26（金） 読売
40 運動塾～楽しく動いて運動神経を良くしよう11月４日～12月27日の毎週土曜日開催：指導は島岡清・総合保健体育

科学センター教授
12.26（金） 中日（朝刊）

41 増子記念病院ますこ健康開発センター体験講座１月から開催：指導は島岡清・総合保健体育科学センター教授 12.27（土） 中日（朝刊）
42 名古屋ノーベル賞物語　19：結婚式　新しい日本の姿模索 12.27（土） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

43 2008年を振り返る：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

12.27（土）

12.28（日）
12.29（月）
12.30（火）

12.31（水）

中日（夕刊）
毎日（朝刊）
読売

中日（朝刊）
他２社
日経（朝刊）

44 白血病のため亡くなった中学３年生の少女の死を悼み、少女が闘病生活を送っていた本学医学部附属病院に、級友
たちが手作りレモネードを配り集めた募金を「病気の子どもたちを勇気づけることに使ってほしい」と寄付

12.27（土） 中日（朝刊）

45 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」　講演後、
参加者からの質問に３氏が答える

12.27（土） 中日（夕刊）

46 100 Answers：「大河ドラマの主役にしたい人物と、役者を挙げてください」に対し、坪井秀人・文学研究科教授は
“イッセー尾形” と回答

12.28（日） 朝日（朝刊）

47 ナゾ謎かがく：昆虫の「擬態」なぜ起きる？擬態を起こす決定的な遺伝子を探している堀　寛・理学研究科教授は
「アジア熱帯地域に生息するシロオビアゲハのメスに擬態型と非擬態型の二通りあるところが研究対象としておも

しろい」と話す

12.28（日） 日経（朝刊）

48 名古屋ノーベル賞物語　20：光る物質　新分野名大で出会う 12.28（日） 中日（朝刊）
49 本学ゆかりの３氏がノーベル賞を受賞したことにより「小林・益川理論」の解説講義や、３人についての展示コー

ナーに多くの学生や市民が詰めかける
12.28（日） 日経（朝刊）

50 小野耕二・法学研究科教授は、岐阜市長選挙について「立命館高等学校の民間移管が、市民の死活問題と言うべき
重要な争点かどうかは違和感がある」と話す

12.29（月） 朝日（朝刊）

51 究める：流鏑馬の腕を磨きつつ、日本在来の馬の保存にも取り組む「和式馬術部」を紹介 12.29（月） 朝日（朝刊）
52 乳がんセミナー2009～乳がん診療最前線～１月24日開催：小田高司・医学系研究科准教授が質疑応答の司会を務める 12.29（月） 中日（朝刊）
53 ～大切な視力を失わないための予防と早期の治療を～「加齢黄斑変性」診断と治療最前線：三宅養三・本学名誉教

授と寺 浩子・医学系研究科教授が対談
12.29（月） 朝日（朝刊）

54 名古屋ノーベル賞物語　21：京都へ　独創性世界の常識覆す 12.29（月） 中日（朝刊）
55 本学で博士の学位を取得しノーベル化学賞を受賞したボストン大学名誉教授・下村脩氏に研究人生を聞く 12.30（火） 朝日（朝刊）
56 子育て世代に適した住宅づくりについて小松尚・環境学研究科准教授に聞く  1. 3（土） 中日（朝刊）
57 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　2009年　１  1. 3（土） 中日（朝刊）
58 本学はモノづくり産業の技術基盤強化のため、複合材工学研究センターを新設　三菱重工業株式会社が開発する、

国産旅客機「MRJ」の主翼などに使われる炭素繊維強化プラスチックの研究から手掛け、複合材の世界的研究拠点
を目指す

 1. 4（日） 中日（朝刊）

59 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　2009年　２  1. 4（日） 中日（朝刊）
60 中日新聞を読んで：中西久枝・国際開発研究科教授　明日への希望を信じて  1. 4（日） 中日（朝刊）
61 昨秋スイス、フランス国境の地下100メートルに完成した世界最大の素粒子実験施設「大型ハドロン衝突型加速器」に

よる実験が今年本格化　本学は人類未到のエネルギー領域実験で中心的役割を担い、未知の素粒子の発見を狙う
 1. 5（月） 中日（朝刊）

62 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　2009年　３  1. 5（月） 中日（朝刊）
63 「第６回全国大学生環境活動コンテスト」で本学、南山大学などの学生で作るグループ「エコネクスなごや」が、再

利用できるプラスチック容器の使用や冷暖房機の温度調整などの活動が認められ、グランプリ・環境大臣賞を受賞
 1. 5（月） 読売

64 諏訪兼位・本学名誉教授が第25回朝日歌壇賞を受賞  1. 5（月） 朝日（朝刊）
65 林　良嗣・環境学研究科長らは NPO 法人飛騨自然学園が運営する「飛騨インタープリターアカデミー」と連携し、

高山市に観光ガイド志望者向けの専門講座「環境学科」を新設
 1. 6（火） 中日（朝刊）

66 石川孔明さん・本学大学院生が廃棄されていたノリ養殖の網を再生し、山の鳥獣対策用などとして全国に販売　廃
ノリ網の再生事業という問題解決型の起業に成功

 1. 6（火） 中日（朝刊）

67 ノーベル物理学賞受賞記念講演「対称性の破れ」のかなたに２月７日開催：京都産業大学教授・益川敏英・本学特
別招へい教授と高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠・同特別招へい教授が、一般の方を対象に国内初の
講演を行う

 1. 7（水） 中日（朝刊）

68 高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠・本学特別招へい教授が同研究機構より特別栄誉教授の称号を授与
される

 1. 7（水）

 1. 8（木）

毎日（朝刊）
他３社
日刊工業

69 本学は昨年３月に発足した地球生命圏研究機構を中心に、アジアの経済活動と気候変動との相互作用を解明す
る研究を本格化　安成哲三・同機構長は「アジア地域で大気中に放出されている多くの微粒子の気候に与える影響
を正確に把握し、温暖化などの対策につなげたい」と話す

 1. 7（水） 中日（夕刊）

70 環境エコロジー：河本邦仁・工学研究科教授らの研究グループは、チタン酸ストロンチウムという酸化物を使い熱
から電気への変換材料の開発に成功

 1. 7（水） 朝日（夕刊）

71 高エネルギー加速器研究機構名誉教授・小林誠・本学特別招へい教授が茨城県つくば市から名誉市民の称号を授与
される

 1. 8（木） 日経（朝刊）

72 石原一彰・工学研究科教授らの研究グループは、化粧品、医薬品など化学製品の原料を合成する行程で欠かせない
酸化反応に、有毒な金属触媒を用いずヨウ素化合物を利用　これにより安価で環境に優しい医薬品などの開発、製
造が可能に

 1. 8（木） 中日（朝刊）

73 化学物質セミナー22日開催：竹谷裕之・生命農学研究科教授　「食品と化学物質～環境リスクの低減のために～」  1. 8（木） 中日（朝刊）
74 第13回１･17震災フォーラム－阪神大震災を私たちのまちで繰り返さないために－17日開催：田所敬一・環境学研

究科附属地震火山・防災研究センター准教授　「身近な活断層とその地震災害」
 1. 8（木）
 1. 9（金）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）

75 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」

 1. 9（金） 朝日（朝刊）

76 竹内恒夫・環境学研究科教授らの研究グループと特定非営利活動法人中部リサイクル運動市民の会が合同で、「R
マーク」の付いたガラス瓶を砕かずに再利用するため、10円で買い取る社会実験を開始

 1.11（日） 中日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

77 農は国の本なり：雇用創出の期待がかかる企業経営の手法を取り入れた農業法人について、竹谷裕之・生命農学研
究科教授は「経理や営業など、従来の農業とは違った人材が活躍でき、現実的な就農の場としてますます比重が増
すだろう」と話す

  1.11（日） 中日（朝刊）

78 マイナス80：竹内恒夫・環境学研究科教授　2009年　４   1.13（火） 中日（朝刊）
79 第１回「おもしろ科学教室」～小中高生のためのノーベル物理学賞受賞記念講演と科学工作教室12日開催：中村光

廣・理学研究科准教授　｢ノーベル賞のひみつ 素粒子のなぞ ｣
  1.13（火） 中日（朝刊）

80 福井康雄・理学研究科教授らの研究グループは、銀河系中心部でも太陽表面と同様、水素ガス分子による半円状の
輪をつくる現象が頻繁に起きていることを発見

  1.14（水） 中日（朝刊）

81 蘇れ医療：新型インフルエンザに対するアジアの体制強化のため、仏パスツール研究所が理化学研究所に感染対策
の協力を依頼　同研究所感染症研究ネットワーク支援センター長・永井美之・本学名誉教授は「日本が得意の先端
技術を提供し、野外調査で力を借りたい」と話す

  1.14（水） 日経（朝刊）

82 老年学：愛知淑徳大学教授・井口昭久・本学名誉教授　頼みの脳　目覚めず   1.15（木） 朝日（朝刊）
83 第90回21世紀問題研究会31日開催：辻　敬一郎・本学名誉教授　「国際会議こぼれ話：学会運営、論文発表に見る

国民性」
  1.15（木） 朝日（朝刊）
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INFORMATION

所　　　属 氏　名 職名 月　　日 時　　間 場　　　所 講義題目 問い合わせ先 備　　　考

文学研究科
佐藤　彰一 教授 ２月４日（水） 14:00～15:00 文学研究科棟２階 237講義室 西洋中世史が解決すべき幾つかの大きな問題 加納  修准教授

（052-788-6261）
左記で連絡が取れない場合：
文系総務課総務グループ 
（文学部）
（052-789-2202）若尾　祐司 教授 ２月４日（水） 15:00～16:00 文学研究科棟２階 237講義室 ロベルト・ユンクの20世紀 和田光弘教授

（052-789-2232）

教育発達科学 
研究科 今津孝次郎 教授 ２月13日（金）15:00～16:30 教育学部大講義室 学校臨床社会学の構想

教育社会学研究室 
伊藤彰浩教授
（052-789-2623）

法学研究科 浦部　法穂 教授 ２月13日（金）13:00～14:30 法学部第２講義室 私と憲法 本　秀紀教授
（052-789-2335）

理学研究科

中西　　彊 教授 ３月２日（月） 13:40～14:40 理学部 B館 第５講義室 スピン偏極電子源の開発と応用分野の開拓 庶務掛
（052-789-2308）

佐藤　修二 教授 ３月２日（月） 15:00～16:00 理学部 B館 第５講義室 光と大気の窓 庶務掛
（052-789-2308）

大峯　　巖 教授 ３月５日（木） 16:30～18:00 野依記念物質科学 研究館２階講演室 「十五年 一睡の夢、未だ知らず一滴の水」 庶務掛
（052-789-2308）

堀　　　寛 教授 ３月19日（木）15:00～16:00 シンポジオンホール 私の分子進化学＿38年 庶務掛
（052-789-2308）

饗場　弘二 教授 ３月19日（木）16:00～17:00 シンポジオンホール RNAと私ー名古屋大学での研究をふりかえる 庶務掛
（052-789-2308）

医学系研究科
高松　純樹 教授 ３月５日（木） 16:00～17:00 中央診療棟３階講堂 出血、血栓また出血そして輸血後感染症 総務課総務第一掛

（052-744-2774） 定年１年前の退職者です。

鳥居　修平 教授 ３月11日（水）15:45～16:45 中央診療棟３階講堂 志　―名大形成外科の道― 総務課総務第一掛
（052-744-2774）

医学部保健学科
長瀬　文彦 教授 ２月27日（金）15:00～ 医学部保健学科東館

４階大講義室 免疫応答とトリプトファン代謝 総務第三掛
（052-719-1580）

水溪　雅子 教授 ３月３日（火） 13:00～14:30 医学部保健学科東館４階大講義室 病者の情動に関心を寄せて 総務第三掛
（052-719-1580）

工学研究科

綱島　　滋 教授 ２月19日（木）15:00～16:30 IB 電子情報館中棟 １階015講義室 磁性薄膜研究40年 総務課総務掛
（052-789－3402）

澤木　宣彦 教授 ３月６日（金） 15:00～16:30 IB 電子情報館２階 大講義室 半導体物性とナノテクノロジ－ 総務課総務掛
（052-789－3402）

村松　直樹 教授 ３月13日（金）16:30～18:00 工学部２号館南館 ４階241講義室 大学における研究開発の在り方一考察 総務課総務掛
（052-789－3402）

飯田　孝夫 教授 ３月13日（金）14:30～16:00 工学部２号館南館 ４階241講義室 環境放射能研究40年 総務課総務掛
（052-789－3402）

生命農学研究科

服部　一三 教授 ２月９日（月） 13:05～13:50 農学部第12講義室 花色の遺伝から植物組織培養まで 庶務掛
（052-789-5266）

並河　鷹夫 教授 ２月９日（月） 13:55～14:40 農学部第12講義室 遍歴45年の節目に 庶務掛
（052-789-5266）

竹谷　裕之 教授 ２月９日（月） 14:45～15:30 農学部第12講義室 私の食糧生産管理学：研究・教育・普及 庶務掛
（052-789-5266）

柴田　叡弌 教授 ２月９日（月） 15:35～16:20 農学部第12講義室 森の生きものとともに 庶務掛
（052-789-5266）

国際言語文化 
研究科 小坂　光一 教授 ２月６日（金） 15:00～16:30 文系総合館７階 カンファレンスホール

やったこと、やれなかったこと、やらなかった
こと－対照言語学と言語教育－

文系総務課総務グ
ループ（国際言語
文化研究科）
（052-789-5312）

情報科学研究科
早川　芳宏 教授 ３月13日（金）15:00～16:00 情報科学研究科棟 １階第１講義室 良き師、良き友、良き共同研究者に恵まれて 庶務掛

（052-789-4717）

末永　康仁 教授 ３月23日（月）13:30～15:00 IB 電子情報館中棟 １階015講義室 人間のための画像処理 庶務掛
（052-789-4717）

生物機能開発利
用研究センター 若松　佑子 教授 ３月19日（木）17:00～18:00 シンポジオンホール メダカに明け、メダカに暮れ 庶務掛

（052-789-2308）

平成20年度定年退職教授等の最終講義日程
　下記の情報は、２月９日現在のものです。詳細については、問い合わせ先にご確認ください。



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」

２月21日（土）
場　　所：文学研究科237講義室
時　　間：13：00～16：15
参加無料

［問い合わせ先］
文学研究科
山本直人教授　052-789-2284

大学院文学研究科公開シンポジウム
「紀元前１千年紀考－変容する社会、変化する自然環境－」

講　　師：海津正倫（環境学研究科教授）、江村治樹（文学研究科教授）、
　　　　　周藤芳幸（文学研究科教授）、伊藤伸幸（文学研究科助教）、
　　　　　山本直人（文学研究科教授）

２月24日（火）
場　　所：理学部 G 館 G101講義室
時　　間：15：00～16：30
参加無料

［問い合わせ先］
GCOE サイエンスコーディネーター
伊藤知彦 COE 特任教授　052-789-3542

グローバル COE プログラム
「システム生命科学の展開：生命機能の設計」セミナー

タイトル： Multidimensional proteomics and genetic analysis reveal 
condensin’s function in vertebrate mitotic chromosomes

講　　師：William C. Earnshaw（英・エジンバラ大学教授）

２月27日（金）
場　　所：ベンチャービジネス
　　　　　ラボラトリー
時　　間：15：15～17：25（開場14：45～）
　　　　　（交流会17：30～18：30）
参加無料

（但し交流会参加の方は交流会費2000円）
※要事前申込

［問い合わせ先］
産学官連携推進本部起業推進部
上井大輔研究員　052-747-6483
Fax：052-788-6146
E-mail： venture@sangaku.nagoya-u.ac.jp

名大発ベンチャープレゼン大会
スケジュール：
　１．「高等教育を Change する！エミットジャパンのご紹介」
　　　小村道昭（株式会社エミットジャパン代表取締役）
　２．「オープンソースを用いた注意機能診断検査の ASP 化」
　　　金丸方律（有限会社スタジオインフィニティデザイナー）
　３．「レコメンドエンジンの市場開拓と研究開発」
　　　上拾石弘（株式会社スナップショット代表取締役）
　４．「カテーテル血管内手術の検証・トレーニングのための
　　　超精密手シュミレータ」
　　　池田誠一（ファイン・バイオメディカル有限会社代表取締役）

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
E-mail：taisaku@seis.nagoya-u.ac.jp
URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku/

第47回防災アカデミー
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

３月７日（土）
場　　所：名古屋国際ホテル２階
　　　　　老松の間
時　　間：10：00～16：30
参加無料
※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）、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-mai：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」

３月７日
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月14日
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）

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15日（日）
場　　所：医学部附属病院中央診療棟３階
　　　　　講堂
時　　間：13：00～15：00
参加無料

［問い合わせ先］
医学系研究科機能構築医学専攻
病理病態学講座生体反応病理学
豊國伸哉教授　052-744-2086

市民公開講座
「アスベスト起因性疾患　悪性中皮腫の克服に向けて」
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１　名古屋大学平和憲章制定宣言大集会の様子
２　平和憲章批准署名を呼びかけるポスター（藤江　充氏デザイン）
３　平和憲章制定を報じる朝日新聞記事の見出し（朝日新聞名古屋本社版）

１
２

３

82

　名古屋大学平和憲章（全文約2,200文字。以下、平和憲章）
は、今から22年前の1987（昭和62）年２月に制定されまし
た。その制定に際して、同年２月５日には本学構成員1,200
名が集まり、豊田講堂において「名古屋大学平和憲章制定
宣言大集会」が開催されています。
　当時、この平和憲章に対する社会の関心は高く、制定前
年の1986（昭和61）年10月19日、中日新聞が「名大が『平和
憲章』制定へ」という見出しの一面トップ記事で取り上げ、
また、制定宣言大集会の当日、朝日新聞が一面トップ記事
でその開催を報じるとともに、同月７日の「天声人語」欄
でも平和憲章を取り上げています。
　この平和憲章の制定は、1983（昭和58）年５月、教養部学
生自治会が学生大会で提案しようとした特別決議「名大平
和憲章草案」がきっかけとなりました。それは、この時期
多くの地方自治体が行っていた「非核都市宣言」にヒン
トを得たものでした。その後、1984（昭和59）年４月には

飯島宗一学長を講師として豊田講堂で全学平和講演会を開
催するなどの継続的な取り組みがなされ、翌年12月には平
和憲章制定実行委員会が組織されました。また、1986（昭
和61）年６月に開催された第27回名大祭の全学シンポジウ
ムにおいて平和憲章起草委員会（顧問・飯島学長、委員長・
小川修三理学部長）が発足し、同年11月に平和憲章の成文
が確定されています。
　成文の確定後、ただちに批准署名運動が開始され、冒頭
に述べた制定宣言大集会をはさんで３月25日までに集め
られた署名総数は8,523名分（批准率58％）に達しました。
その際、本学の全構成員約15,000名に配布された単記名方
式の署名用紙には、「名古屋大学平和憲章を学問研究およ
び教育をはじめとするあらゆる営みの生きてはたらく規範
として確認し、私の名を記します」との文言が印刷されて
いました。

名古屋大学平和憲章
―「平和の創造に貢献する大学づくり」に向けて―

名古屋大学基金へのご寄附をお願い申し上げます。この基金は、平成18年３月に創設され、学生育英事業、教育・研究環境整備
事業、国際交流事業などの充実のために活用されます。ご寄附のお申し込み、お問い合わせは秘書課（基金事務局）あて（電話
052-789-4993，5759、Eメール kikin@post.jimu.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

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

名古屋大学基金
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