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自由闊達な学風を誇り、新しい時代

的視野を持ち、精神的・社会的に自立

大学総長に就任するにあたり、簡略

を切り拓くことのできる「勇気ある知

し、なおかつ複眼的視点を持った人材

ながらご挨拶申し上げます。本学は、

識人を育成する」ことを大学の憲章と

を育てていくべきだと考えています。

1939年に名古屋帝国大学として設立さ

する本学が、高い研究レベルを維持し

そのためには、学生教育の国際化を図

れて以来、本年をもって70年の節目を

ていることは、昨年に本学関係者３名

り、同時に、生きた語学教育を強化し

迎えます。この時期に、総長の大任を

がノーベル賞を受賞したことからもお

ていく仕組みを確立する必要がありま

あずかることとなり、その責任の重大

わかりいただけることと思います。こ

す。また、真理の探究という純学問的

さを深く受けとめております。

の様な本学の伝統を生かしつつ、今後

研究を基にした教育を重視しつつ、研

さて、昨年米国に端を発した経済危

さらに、知の拠点たる総合研究大学と

究科間で連携した大学院教育を展開

機は、世界のあらゆる面にその影響を

して、バランスのある研究の発展と人

し、研究科間での教育の連携を進めて

及ぼしつつあり、日本の産業の中核と

材育成を行い、幅広く中堅、若手研究

いきたいと思います。私は、これらの

なっている中部地区にも甚大な影響を

者の意見を反映できる運営を進めてい

課題を実現することにより、自由闊達

もたらしています。知の拠点である大

く必要があります。そのためには、先

な学風を持つ本学の特色ある教育が展

学も、このような社会情勢に無縁の存

端的な分野の充実だけでなく、文化の

開できると確信しています。

在ではなく、有形無形の影響を受けつ

継承を担う分野についても、全学的視

総合研究大学としての本学の研究分

つあると言えます。流動しつつ多極化

点から研究を支援し、学内の若く有能

野は実に幅広く多様でありますが、そ

する時代の中で、法人化された大学

な人材を発掘・育成するシステムの構

れぞれの分野においてその成果を社会

組織がいかに生き抜くか、高等教育機

築を推進していく必要があります。さ

に還元することも大学の大きな使命で

関としてどのような次世代の人材を育

らに、民間との共同研究を進め、社会

す。幅広い情報発信を図るとともに、

成していくのか。いま、我々に投げか

の要請に応えうる研究の展開を図ると

地域の方々との連携を密にし、地域に

けられている問いは重いものがありま

共に、世界の研究をリードできる研究

深く根ざしつつ、世界に広く開かれた

す。しかし、確かに厳しい状況はあり

環境の整備を進めなくてはなりませ

大学として研究教育活動が展開される

ますが、本学には高度な知識と見識を

ん。また、教育研究支援体制を強化す

よう努めていきたいと考えています。

持った最高の人材が集まっています。

る為に、事務業務の効率化、専門職の

価値観が多様化し、混迷する時代の

従って、構成員の方々の多様な意見を

育成を図り、事務職員、技術職員の労

中で、日本の基幹・総合研究大学であ

十分に集約し、その活力を明確なミッ

働環境整備を進めることも大切です。

る名古屋大学に課せられた使命は大き

ションとして結実させることができれ

更に、年々厳しくなっている高等教育

いと、私は考えます。私は、未来を切

ば、いま我々を取り巻く困難も十分克

に対する財政支援の問題を国や社会に

り拓く勇気ある知識人を育て、世界屈

服可能であると考えます。同時に、日

訴え、基盤的な経費の確保に努めると

指の知的成果を産み出す大学として、

本の基幹大学・総合研究大学として、

ともに、資金獲得の方策を充実させな

名古屋大学が更に発展・充実していく

我々は日本の行く末と若者の将来に大

くてはなりません。

よう、改革に尽力する所存です。みな

きな責任を持っており、常に社会の要

人材しか資源のない日本において、

請に耳を傾けつつ大学の活動を充実さ

人材育成は、知の拠点たる大学の担う

せていく必要があると考えています。

べき最も重要な使命です。私は、国際

濵口新総長就任あいさつ

本年４月１日をもちまして、名古屋

さまのご支援とご協力をお願い申し上
げます。



平成21年４月

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No. 191

3

濵口新総長就任あいさつ

総長プロフィール
はまぐち

濵口

みちなり

道成

氏

名

学

位

医学博士（名古屋大学）

略

歴

昭和50年３月

（昭和26．2．19生）

名古屋大学医学部医学科卒業

同55年３月

名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了

同55年４月

名古屋大学助手（医学部附属癌研究施設）

同58年４月

名古屋大学助手（医学部附属病態制御研究施設）

同59年７月

名古屋大学助教授（医学部附属病態制御研究施設）

平成５年12月

名古屋大学教授（医学部附属病態制御研究施設）

同９年７月

名古屋大学アイソトープ総合センター分館長（～平成13．7．31）

同13年４月

名古屋大学教授（大学院医学研究科附属病態制御研究施設）

同14年３月

名古屋大学大学院医学研究科附属病態制御研究施設長

同14年４月

名古屋大学教授（大学院医学系研究科附属病態制御研究施設）

同14年４月

名古屋大学大学院医学系研究科附属病態制御研究施設長

同15年４月

名古屋大学教授（大学院医学系研究科附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター）

同16年４月

名古屋大学大学院医学系研究科副研究科長（～平成17．3．31）

同16年５月

名古屋大学大学院医学系研究科附属医学教育研究支援センター長（～平成17．3．31）

同17年 ４月

名古屋大学大学院医学系研究科長・医学部長（～平成21．3．31）

同21年 ４月

名古屋大学総長

専門分野

腫瘍生物学、腫瘍生化学、細胞生物学

研究分野

癌浸潤・転移の分子機構

所属学会

日本ウイルス学会、日本生化学会、日本癌学会、米国細胞生物学会、米国癌学会

等

主な研究業績
•	Transcriptive complex of Newcastle disease virus. 1. Both L and P proteins are required to constitute an active complex. Michinari
Hamaguchi Tetsuya Yoshida, Kazuo Nishikawa, Hiroshi Naruse and Yoshiyuki Nagai. Virology, 128: 105-117 (1983).
•	Association of p60src with Triton X-100-resistant cellular structure correlates with morphological transformation. Michinari Hamaguchi and
Hidesaburo Hanafusa. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 84: 2312-2316 (1987).
•	A novel viral oncogene with structural similarity to phospholipase C. Bruce J. Mayer, Michinari Hamaguchi and Hidesaburo Hanafusa.
Nature, 332: 272-274（1988）.
•	p60v-src causes tyrosine phosphorylation and inactivation of the N-cadherin-catenin cell adhesion system. Michinari Hamaguchi, Norihisa
Matsuyoshi, Yukano Ohnishi, Bin Gotoh, Masatoshi Takeichi and Yoshiyuki Nagai. EMBO J., 12: 307-314 (1993).
•	v-Src suppresses SHPS-1 expression via the Ras-MAP kinase pathway to promote the oncogenic growth of cells. Kazuya Machida, Satoru
Matsuda, Kenichi Yamaki, Takeshi Senga, Aye Aye Thant, Hisashi Kurata, Kou Miyazaki, Kazuhiko Hayashi, Takahito Okuda, Toshio
Kitamura, Tetsuo Hayakawa and Michinari Hamaguchi. Oncogene, 19: 1710-1718 (2000).
•	Nek2 as an effective target for inhibition of tumorigenic growth and peritoneal dissemination of cholangiocarcinoma. Toshio Kokuryo,
Takeshi Senga, Yukihiro Yokoyama, Masato Nagino, Yuji Nimura and Michinari Hamaguchi. Cancer Res. 67 (20): 9637-9642 (2007).
主な学会等の役職
• 日本癌学会評議員、日本生化学会評議員、日本ウイルス学会評議員
• 愛知県がん研究振興財団理事
• 愛知県医療審議会会長
• 全国医学部長病院長会議理事
趣
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音楽鑑賞、絵、園芸

ニュース

平成20年度卒業式を挙行

平成20年度名古屋大学卒業式が、３月25日
（水）
、豊田講
堂において挙行されました。
午前10時から修士・専門職・博士学位記授与式が、続い

続いて、来賓として、名古屋大学全学同窓会会長の
豊田章一郎氏（トヨタ自動車株式会社取締役名誉会長）
、
副会長の柴田昌治氏（日本ガイシ株式会社代表取締役会長）

て午後12時10分から学士学位記授与式が行われ、会場の豊

より心のこもった祝辞をいただきました（詳しくは、来賓

田講堂は卒業生で満員となりました。

祝辞をご覧ください）。

名古屋大学交響楽団が演奏する「ニュルンベルクのマイ

その後、名古屋大学混声合唱団が、送別の歌として学生

スタージンガー」前奏曲（ワグナー作曲）で始まった式典

歌「若き我等」、
「青空が青かった」を合唱、続いて「蛍の光」

では、来賓の方々らが見守る中、平野総長から修士課程及

を全員で合唱し、名古屋大学交響楽団による「威風堂々」

び博士課程前期課程修了生1,532名に修士学位記が、大学

（エルガー作曲）の演奏とともに、式典は幕を閉じました。

院法学研究科専門職学位課程（法科大学院）修了生81名に

卒業式終了後には、豊田講堂前に詰めかけた後輩たちか

専門職学位記が、医学博士課程及び博士課程後期課程修了

ら花束を贈られたり、胴上げをされたり、友人や後輩、保

生242名に博士学位記が、また、学部卒業生2,210名に学士

護者などと記念撮影をする卒業生の姿があちらこちらで見

学位記が、それぞれ授与されました。

られました。

総長は、大きく開かれた将来へのスタートラインに立つ

卒業式の様子は、豊田講堂ホワイエ及び中２階、シンポ

修了生及び卒業生に対し、それぞれ送別のことばを贈り、

ジオンホール、経済学部カンファレンスホール、また、本

激励しました（詳しくは、総長の辞をご覧ください）
。

学ホームページ上においてライブ中継され、多くの方々が

次に、大学院多元数理科学研究科博士課程後期課程修了
生の瀧

真語さんが修了生総代として、また、農学部卒業

この晴れがましい式典に臨みました。
なお、卒業式の模様は、現在、本学のホームページ（http:

生の尾藤信昌さんが卒業生総代として、本学への感謝の気

//www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/publication/movie/event.

持ちと今後の抱負等を述べました。

html）で視聴することができます。
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ニュース

平成20年度大学院修了式祝辞
名古屋大学総長

平野

眞一

名古屋大学は、本日ここに、平成20年度大学院修士課程

す。物質的・経済的側面に偏ることなく、精神的・文化的

及び博士課程前期課程修了者1,532名に修士学位記を、大

側面にも充実したバランスのとれた人間性豊かな人が軸に

学院専門職学位課程修了者81名に専門職学位記を、医学博

ならねばなりません。皆さんは、それぞれの分野において、

士課程及び博士課程後期課程修了者242名に博士学位記を

ある一つの観点から物事を深く追求して、その成果を論文

授与いたしました。学位記を授与された皆さんに役職員を

に纏めてきたでありましょう。学問が急速に深化し、分化

代表して心からお祝いを申し上げます。

しつつ発展している一方で、社会においては様々な輻輳し

皆さんは、社会に出られる方、または博士課程後期課程

た問題に直面します。どんなに状況が変化しても変わらな

へ進学される方とそれぞれ異なる道を歩まれますが、一つ

い学問の基礎を蓄積し続け、新しいことに立ち向かわねば

の課程を修了できたという達成感と、これから始まる新し

なりません。社会の混迷の度合いが増してきている今こ

い生活への期待感に満ちた溌剌とした気持ちで、今日ここ

そ、新しい考えを持った、チャレンジ精神に富むあなた方

に臨んでいることと思います。それが私にも強く伝わって

が活躍するときです。

きます。厳しいとはいえ、大きく開かれた将来へのスター

自分の「IDENTITY」を大切に、大学院で身につけた

トラインに立たれている皆さんに、心から拍手をお送りし

ものの考え方をもとに、学問に裏打ちされた自信と精神力

ます。

で、勇気をもって、積極的に問題解決に立ち向かってもら

大学院を修了された皆さんは、活用できる学力を身につ

いたいと希望します。名古屋大学で学んだことに、また精

け、また学問のあり方、学び方を身につけるとともに、先

一杯努力して今日を迎えたことに自信を持ってもらいた

導的な学術研究の一翼を担い、学術の進歩に貢献してくだ

い。今後とも、絶えず学ぶことを忘れずに、「高い志」を

さった方々であります。20世紀以降、学術・科学技術は目

持って前向きに精一杯生きてもらいたい。

ざましい発展をしてきました。あなた方の努力によって、

6

本日学位記を授与された皆さんの中で、211名の方が留

さらに一歩進歩したはずであります。将来とも発展してい

学生であります。この方々は、国を離れ、言葉や文化が異

くでありましょう。

なる我が国で、将来の自国への貢献、世界への貢献を志し

とはいえ、現在，学術・科学技術が迫られている課題は

て困難な環境の中で努力して、本日の栄えある日を迎えら

いよいよ明確になってきております。20世紀は、科学技術

れました。名古屋大学では、毎年1,300名を超える留学生

において特に大きな進展があり、物質的には豊かさを享受

が学んでおられます。キャンパスは、小さな地球でもあり

できるようになって来ました。しかし同時に、人とのイン

ます。教室で、また研究室で、色々な形で交流がなされて

ターフェース、精神的・文化的な配慮が弱かったことは否

いたと思います。国内外の学生が、一つのキャンパスで過

めません。21世紀にあっては、学術・科学技術は「光」の

ごし、互いの文化や考え方を理解できたことは、皆さんの

面を進展させるとともに「影」の面を制御して，全地球規

将来における重要な財産です。地球上の資源が有限である

模での安心・安全で持続可能な発展を図ることが最も重要

という観点からすれば、また地球規模での環境対策から見

な課題であり、私たちは、その実現に努めなければなりま

ても、一国でことが成就する状況ではありません。グロー

せん。

バル化していく世界の中で、各国は主権を大切に、お互い

現在は残念ながら、政治、経済においても、また市民生

がしのぎを削りながら、かつ地球規模的な問題については

活のなりわいにおいても、システムが崩壊してきておりま

協調して問題を解決していかねばなりません。そのために

名大トピックス◦ No. 191

は、それぞれの国の歴史、文化、宗教を尊重しあうことが

「肥料」

前提でありますし、加えて、常日頃の学習に裏打ちされた

あのときの

あの苦しみも

自信と客観的な判断力を身につけなければなりません。多

あのときの

あの悲しみも

様性を尊重し、新たな秩序ある社会関係を構築していく必

みんな肥料に

なったんだなあ

要があります。

じぶんが自分に

なるための
（相田みつを）

今からの社会は、若くて活力ある皆さんが築いていかね
ばなりません。新しい世界を創るのは皆さんです。責任感
ある若い方が目立って良い社会にすべきでありましょう。

私も、この３月に、あなた方とともに、お世話になり、

そのような社会をリードするには、実務能力に加えて、人

愛してやまない名古屋大学を去ります。最後に、私が生き

間性の観点からも「選ばれた人」が必要であります。また、

てきた信条をお伝えしたいと思います。私は「道」とい

「選ばれた人」には、責任と義務が生じます。皆さんには、

う言葉を大切にしてきました。人の道、切り拓く道、点

人間を信じ、ひとを愛する能力を養って、それぞれの分野
で、社会をリードする「選ばれた人」になってもらいたい。
私は、名古屋大学の卒業生は、漢字の「実」の字が良く
当てはまると思っております。名古屋大学の卒業生には、
例えば、
「実直」
「実行力」
「実力」
「誠実」などの言葉がよ
く似合う、と言われます。一方、
「積極さ」が少し足りな
いとも評されます。名古屋を評して言われる「愚直さ」は

と点を結ぶ道です。また、私は、「NEVER
「KEEP

MOVING

GIVE

UP」
、

FORWARD」の精神で生きてきまし

た。何かの時に思い出していただければ幸いです。
チャレンジ精神を失わずに、前を向いて着実に進みま
しょう。
皆さんの将来の活躍を心から期待し、大学院修了生への
辞とします。

恥ずかしいことではありません。実質を重んじて行きま
しょう。良い点は大切に、大いに伸ばし、しかし驕ること
なく、自信を持って、翔いてください。
「選ばれた人」
になっ
てください。
「高い志を持ちましょう。その実現に向かって進みま
しょう」。若いときは、自分の夢に自信が持てないかもし
れないし、また不安でありましょう。それは、可能性が秘
められていることへの証でもあります。精一杯、高い志を
持ち続け、自分が自分に真摯に対峙すれば、夢が現実のも
のになります。夢の実現に結びつく「目標設計力」を磨き
続けましょう。
精一杯生きていると、壁にぶつかり、
“自分”を見失い
そうな試練にあう時があります。私は、そのときにはいつ
も相田みつをさんの「肥料」という題の詩を思い返してい
ます。
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平成20年度学部卒業式祝辞
名古屋大学総長

平野

眞一

皆さん、ご卒業おめでとうございます。

の崩壊が起こっていることも事実であります。また、我が

名古屋大学は、本日ここに、平成20年度の学部卒業生

国が伝統的に大切にしてきた「人の絆」をも引き裂くよう

2,210名に、学士の学位記を授与いたしました。学位記を

な行き過ぎた市場経済化によって、社会全体において混迷

授与された皆さんに、役職員を代表して、心からお祝いを

度が増してきているのも残念であります。このような時こ

申し上げます。

そ、新しい考えを持ち、チャレンジ心旺盛な皆さんのよう

大学での勉学を糧に希望に満ちて新しく旅立ちされる皆
さんをお送りすることは私どもにとって誇りであり、喜び

    私は、あなた方に大いに期待しております。「夢とロマ

であります。皆さんの大学卒業という達成感と、これから

ンをもち続け、その成就に向けて努力してもらいたい」
。

始まる新しい生活への期待感に満ちた溌剌とした気持ちが

私は、夢は人を育て、また夢見る人々の努力によって社会

私にも強く伝わってまいります。厳しいとはいえ、明るく、

が変わり、発展することを確信しております。また、夢を

大きく拓かれた将来への出発点に立たれている皆さんに拍

実現しようとして、チャレンジし、もがいている時は、苦

手をお送りします。

労しているとも思わない、時には実力以上の結果がでるも

皆さんは、卒業式を迎えるにあたって、名古屋大学に入

のであると信じております。

学したときの心意気や、また在学中の出来事を思い出して

今は、夢が持てない社会でありましょうか。国際問題、

いたことでしょう。名古屋大学での学生生活は、充実した

経済問題、地球環境問題、二極分化などの諸問題に直面し、

ものでありましたか。若き日のこの貴重な時に多くのこと

混迷している現代社会には、これまでとは異なった意味で

を学ばれたことでしょう。在学中に得た「友人」と「学問」

の、解決に向けた夢の種が一杯あります。若い皆さん方が、

は皆さんの財産です。大切にしてください。

目立って良い、活力ある社会を再構築しなければ、社会の

皆さんの中の約半数が大学院へ進学され、また、就職す

建て直しは容易ではありません。これからは、世界の中で

るか独自の道を進む方が半数おられます。大学院へ進学す

誇りを持って、かつ世界と共生していかねばなりません。

る方も数年後は社会に出て活躍されることとなります。
皆さんの将来に期待して、激励の言葉を贈りたいと思い
ます。
21世紀に入って考えてみますと、人間社会が迫られてい

そのためにも、皆さんが、グローバル社会の中で生きて
いくための世界観を身につけられることを希望します。常
に、世界で起きていることを敏感に捉えて、世界の動きを、
勇気をもって注視してもらいたい。特に、その国の文化、

る課題はいよいよ明確になってきています。急速に発展し

宗教、歴史を尊重して、お互いの立場を理解しあってもら

てきた科学技術は、人間の福利という点では「光」をとも

いたいと思います。国際社会で相互交流するためには、同

している訳でありますが、同時に、一方では生命を脅かす

時に、自分の国の文化を学んで接すること、自分が依って

ような「影」をももたらしていることは事実であります。

立つ基盤を大切に、すなわち自分の存在意義「IDENTITY」

21世紀を生きる私達は、この「光」の面を進展させ、さ

を確立してもらいたい。

らに、「影」の面を制御して、全地球規模で持続可能な発

社会は様々な異なる文化、異なる宗教、異なる価値観を

展を図ることが責務であります。特に、若くて活力ある皆

持つものが共同、協調して構成するものであります。多様

さんへの期待は大変大きいものであります。

性を尊重するとともに、人の痛みが分かる、相手の立場で

一方、わが国では、政治、経済を含めた各種のシステム

8

な若者が目立ってよい社会にすべきであります。
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物事を考えるように努められることを希望します。

資源のない日本は、
「知」を生かして国際的に生き、か

があっても失われることはありませんし、越えなければな

つ貢献する国でありたいと思います。これからは、「知」

らない壁にぶつかった時ほど、大きな力を発揮するもので

を尊重する社会にしなければいけません。皆さんが活躍す

す。壁にぶつかって自分を見失いそうなときがあるかもし

る21世紀は、
「知」の世紀であります。

れません。そのような時は「ちょっと立ち止まって自分を

私は、名古屋大学の卒業生は、漢字の「実」の字がよく

振り返る」ことも必要でありましょう。

当てはまる、と思っております。学外からも、卒業生に対

私も、あなた方とともに、お世話になり、愛してやまな

して「実直」「実行力」
「実力」
「誠実」など誉め言葉を頂

い名古屋大学をこの３月に去ります。最後に私が生きてき

いておりますが、一方では「組織をリードするリーダー

た信条をお伝えしたいと思います。私は「道」という言葉

シップ力が弱い」とも言われております。私はこの地域の

を大切にしてきました。人の道、切り拓く道、点と点を

「愚直さ」が好きです。高く評価されている点は真摯に受

結ぶ道です。また、私は、「NEVER GIVE UP」、「KEEP

けとめて驕ることなく、その特長を大切に、しかし、直す

MOVING FORWARD」の精神でこれまで生きてきまし

ところは努力して直してもらいたい。

た。何かの時に思い出していただければ幸いです。

大学院に進学される皆さんにおいては、ここでもう一

日本の、いや世界の将来を担うのはあなた方です。皆さ

度、大学院に進学する志を確かめ、自分が置かれている立

んが高い志を持って、胸を張り、将来の人類社会のために

場を理解して、大学院の進学に備えてください。環境がど

頑張ってくれることを期待しております。それぞれの道

んなに変化しても変わることのない学問の基礎を身につ

で、最善を尽くし、活力のある社会を創るために自信を

け、物事を俯瞰的に見ることができる力を自分のものにす

もって活動してください。

る心構えを持ってもらいたい。
また、就職される皆さんにおいては、自分の足元をしっ

以上をもって、卒業生への辞といたします。おめでとう
ございます。

かり見つめて、自分自身に精一杯投資して、周りから必要
とされる人間、組織から「貴方がいないと困る」と言われ
る人となられることを期待しております。皆さんは、大学
では、それぞれの分野でかなりの知識を身につけて卒業を
迎えたことと思います。
しかし、今後、社会で出会う一様な解がない問題を適切
に解いて行くために、常に勉強し続けてもらいたいと思い
ます。当然ですが、あなた方は、さらにこれまで学んでい
ない分野の知識を勉強しなければなりません。このような
時には、大学で学んだ学問の仕方が役に立つと思います。
また、皆さんの引き出しに入っている知識を融合し、活
用してください。ある意味では、学生としての若々しさと、
物事にチャレンジする気持ちを今後とも失うことなく、自
分に投資し続けてください。自分への投資は、環境の変化

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No. 191

9

ニュース

来賓祝辞（大学院修了式）
豊田

章一郎

名古屋大学全学同窓会会長

トヨタ自動車株式会社取締役名誉会長

ただ今ご紹介のありました名古屋大学全学同窓会会長の

卒業いたしました。その当時は、学部が医学部、工学部、

にこのような荘厳なる修了式にお招きをいただき、誠にあ

法学部、経済学部がございましたが、大学院というのはあ

りがとうございます。先ほどよりいろいろなお話を伺って

まりありませんでした。しかし、今日では、学部だけでな

おりますと、本当に素晴らしい修了式であると感激してい

く、大学院の修士課程、博士課程の卒業生が、学部よりも

る次第でございます。

多くなったということでございます。しかもその中に世界

まずもって本日、修了されました1,855名の皆様方に心

中からお越しいただいている学生さんがいらっしゃるとい

からのお祝いを申しあげたいと思います。また先ほど、総

うことです。60年前の日本と今とで比べると、非常に日本

長から学位記をもらわれた代表の方々、皆それぞれが素

という国が国際的に立派になってきたということの証左で

晴らしいお顔をしておられました。よく勉強してこられた

あると思います。これもやはり、今までの大学の先生方、

ということが、よく分かり、嬉しく思っております。総長

あるいは学生さんのご努力のたまものであると、非常に嬉

からお話がございましたように、総長は今年の３月にそ

しく思っております。

の任を終えられるということでございます。総長の在任中

皆さんもご存知の通り、今年は名古屋大学にとりまして

に全学同窓会が組織されました。まだできて日も浅いので

も、同窓生の一人としても非常に嬉しいことがございまし

すが、この同窓会の会長として、こういう席に出席させて

た。言うまでもなく、皆さま方の先輩であります益川敏英

いただき、お祝いの言葉を述べさせていただくということ

先生と小林

は、光栄の至りでございます。

とノーベル化学賞を受賞されたことであります。益川先生

今からあまり難しいことを申しあげるつもりもございま
せんが、先ほど、総長が言われましたことを心に刻んで、
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さて、私は昭和22年、今から62年前にこの名古屋大学を

豊田章一郎でございます。本日は柴田昌治副会長とご一緒

誠先生及び下村

脩先生がノーベル物理学賞

と小林先生は学部と大学院ともに名古屋大学を卒業されま
した。益川先生は理学部の助手もされていました。

これからの長い人生を、ひとつ大いに素晴らしいものにし

また、下村先生は名古屋大学の助教授をされていまし

ていただきたいと思っております。
「高い志を持て」、ある

た。お三人とも学位は名古屋大学で取得されておりまし

いは、「ネバー・ギブ・アップ」や「チャレンジ精神」と

て、附属図書館に手書きの学位論文が収蔵されていると

いう言葉は、いずれも私の心にしみた言葉でございます。

伺っております。３先生とも名古屋大学全学同窓会の会員

名大トピックス◦ No. 191

でございまして、我らの先輩の快挙を心からお喜びしたい

を支える大学になることを強く望んでおります。また総長

と存じております。皆さま方も全学同窓会の会員に、是非

もおっしゃいましたように、将来、皆さん方が日本を、あ

なっていただきたいと思っております。

るいは世界を担うリーダーとなられることを確信いたして

私は、大学と社会の連携、特に大学と卒業生、修了生と

おります。皆さま方が今後、名古屋大学及び名古屋大学全

の密接な連携協力が今後ますます求められており、名古屋

学同窓会と連携を取られまして、名古屋大学が、もの作り

大学全学同窓会が

に特長を持つ中部地区の基幹総合大学として、研究、教育、

大学と社会を結ぶ必須の組織となると

考えております。即ち、大学には卒業生、修了生を大事に

社会貢献の各方面で世界屈指の大学となるようにご支援を

していただき、大学の状況や活動を発信していただくとと

していただけることを心より希望いたしております。

もに、卒業生、修了生の活躍を把握していただきたいので

またいわゆる７大学、名古屋大学、東京大学、京都大学

す。逆に卒業生、修了生は母校とのつながりを大事にしな

ほか４大学の全体の同窓会として、学士会というのがあり

がら活躍していただきまして、同窓会を通じて母校を支援

ます。学士会は現在、会員が６万8000人ぐらいでございま

するという関係を是非、続けていっていただきたいと、強

すが、各７大学の交流、交友を深めていただきたいと思っ

く思っております。さらに、大学と同窓会は連携協力しま

ておりまして、是非、皆さんに学士会にも入会していただ

して、社会貢献にも取り組むということが良いことである

きたいと思っております。こうしたことを通じまして、こ

と思っております。

れからますます名古屋大学全体が発展していくことを希望

全学同窓会は平成14年10月に発足しまして６年半がたち

いたしております。

ました。これまで国内には関東支部と関西支部及び静岡県

それから、これから長い人生の中で、仕事をされるわけ

に遠州会という支部がございます。またそれだけでなく韓

でございますから、やはり健康には十分ご留意をいただき

国、タイ、上海、北京、バングラデシュなど７つの海外支

まして、是非立派な日本人、社会人になっていただくこと

部を作ってまいりました。今後、海外でも活躍される方が

を期待しております。

大勢おられると思いますが、これらの支部を是非ご活用い
ただきたいと思っております。
私は21世紀の名古屋大学が国際競争力を向上させ、日本

はなはだ簡単ではございますが、私のお祝いの言葉に代
えさせていただきます。
ありがとうございました。
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来賓祝辞（学部卒業式）
柴田

昌治

名古屋大学全学同窓会副会長

日本ガイシ株式会社代表取締役会長

卒業生の皆さん、今日はおめでとうございます。ご家族

さて、ここで少し現在の世界の状況というのを簡単にお

が、このような立派な学位授与式は、ご家族の方も含め関

話したいと思います。皆さんもご存知の通り、かつてアメ

わった方みなで喜んでいただける、そういう趣きの卒業式

リカの一極主義といいますか、アメリカが唯一の「スー

であり、先程からうらやましいなと思っておりました。

パーパワー」として世界に冠たる地位を持っていた時代が

私自身は昭和34年ですから、1959年、伊勢湾台風の年に

ありました。しかし、今年２月のオバマ大統領の議会ス

名古屋大学を卒業いたしました。法学部の出身なのです

ピーチにもありましたように、
「一極」では支えきれなく

が、残念ながら最初の２年間は滝子で、あとの２年間はお

なってきています。世界は多極化へ向かっており、いろん

城の中の二の丸庭園の壊れかけた教室でしか授業を受ける

な諸問題をアメリカ一国で片付ける時代から、多国間の、

ことができませんでした。ここ東山にこのように立派な

特に BRICs（ブリックス）と称される中国あるいはロシア、

キャンパスができたのは、私が卒業した後でした。ですか

インド、ブラジルというような新興諸国とのバランスを重

ら、私の学生時代と比べると皆さんは非常に恵まれた環境

視するやり方に比重がかかりつつあります。つまり一極主

で勉強されたと思っております。

導主義から多極主義にシフトしていくわけです。

さて、名古屋大学全学同窓会を代表してお話をするわけ
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ベースに、頑張っていただきたいと思います。

の方もたくさんご臨席されておられると聞いております

そんな中、日本に対する評価も変化してきております。

ですけれども、全学同窓会はちょうど６年前になります

私は、スイスのダボスで行われるワールド・エコノミック・

が、大学を卒業した人たち、我々卒業生と皆さんのような

フォーラム（WEF）の年次総会に1999年から10年間、連

在学生との間で交流を続け、名古屋大学においても卒業し

続して出席しております。通称「ダボス会議」と呼ばれる

た人と学んでいく人との間にもう少し連帯感を持った組織

この会議には、世界各国から合計約2500人のリーダー、こ

を作ろうということで設立され、午前中の卒業式で祝辞を

れは各国の首脳であったり、あるいは政府高官、大学教授、

いただきました豊田章一郎さんが会長を務めておられま

我々のようなビジネスマン、ジャーナリストなどが出席

す。午後は、豊田会長に代わって私がお話をさせていただ

し、毎年世界の問題を話し合っています。残念ながら日本

くわけです。名古屋大学の卒業生は、今や全世界で10万人

からの出席者はあまりたくさんおりません。そんな中、私

を超しており、様々な分野で諸先輩方が活躍をしておりま

が10年間この会議に出席を続ける中でとても残念に思うこ

す。先程皆さんと一緒にお祝いしたように、今年度は特に

とがあります。それは国際社会における日本の地位や存在

名古屋大学の３人の先輩、小林さん、益川さん、下村さん

感といったものが、だんだん影薄くなっているということ

といった偉い人が皆、それぞれの分野にてノーベル賞を受

です。

賞されたということもあり、我々卒業生も含めて、
「名古

具体的に数字で例を申しあげますと、スイスの IMD と

屋大学というのは素晴らしい大学だな」と、非常に肩身が

いうシンクタンクが毎年、
「世界競争力年鑑」というレポー

広かった年でした。そういう年に卒業される皆さんです

トを発表いたします。2008年度版では、日本は調査対象

が、約1,000人、つまり卒業生2,210人の半分の方は、修士

55ヵ国中22位の評価でした。過去、1990年代の初頭ですが、

あるいは博士号などさらに上を目指して勉学の道へ進み、

日本はアメリカと並んで１位、悪い場合でも２位という順

残り半分の方が就職という状況にあると聞いております。

位をずっとキープし続けていたわけですけれども、それ

それぞれの道で、素晴らしいこの名古屋大学での経験を

から年を追うごとにどんどん順位を下げまして、残念なが
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ら昨年は22位でありました。もう一つの例を申しあげます

のがいい。どんなに忙しい場合でも、その分野の本を何で

と、先程触れたダボス会議では、いろんな国の代表と様々

もいいので毎週１冊ずつ自分自身で読む。そういうものを

な会合が設営されており、例年200ほどの分科会が開催さ

読み続けることによって、自分に対する投資を継続してい

れます。私が初めて参加した10年前は日本をテーマにした

く。そしてそういったことを積み重ねてプロフェッショナ

分科会が数多く開催されていましたが、昨年は残念ながら

ルになる、ということが一つ目です。

たった一つ。しかも会合名として「Japan : A Forgotten

それからもう一つお願いをしておきたいのが、今は「グ

Power」
、つまり「忘れられた日本」という残念な名称が

ローバルなマインド」を持っていないといけない時代です。

つけられた分科会がたった一つあっただけです。これら二

これからは、視点を日本の中だけに留めておいてはいけな

つの事例が示すのは、日本の経済規模はアメリカに次ぎ世

い。外に向かってどんどん発信をしていかなくてはいけな

界第２位にも関わらず、日本という国に対する評価は年々

い。例えばオバマ大統領が世界の中であれだけ期待をされ

低下していっているという現状です。

ているのには、彼特有の説得力・発信力があるからです。

従いまして私が申しあげたいのは、こういった世界から

国としても個人としてもそういうグローバルな世界の中で

の評価が下降気味である現状を認識した上で、これから

の発言力に努める必要がある時代といえます。では、その

皆さんの若く新しい力で、日本という国に誇りを持ちつ

ために何を考えて行動していったらいいか。いろいろなや

つ、かつて世界の中で１番あるいは２番であった状態をど

り方があると思いますが、一つだけ私がずっと守ってきた

うやったらもう一度取り戻すことができるのか、皆さんの

ことがあります。私は12年間、アメリカに駐在しておりま

力で考えていただき、行動していただきたいということで

したけれども、その間、学んだことは「シンク・ポジティブ」

す。そのためには二つお願いがございます。

ということでした。つまり積極的に物事を捉えていく、と

一つは、皆さんはどの分野に進むにしろ、プロフェッ

いうことです。例えばポケットの中に千円札が１枚あった

ショナルになってほしいということです。このプロという

時に、
「ああ千円しかないな、これでは情けない」と考え

のは簡単にはなれません。昨日（WBC2009決勝の韓国戦）、

るのではなく、
「この千円で何をしよう」という様に前向

イチローが打った二塁打、10回の表の二塁打なんていうの

きに考えてアクションを取る。この姿勢の積み重ねが、将

は、簡単に誰でもできることではないのです。非常に長い

来大きな差を生むと思います。

間、修行した人のみが成し得るプロフェッショナルの技で

プロフェッショナルになるということと、毎日毎日前向

ありました。皆さんもどんな仕事に就こうが、自分の仕事

きに生きていく「シンク・ポジティブ」というこの二つを

に誇りを持って、その中でどうしたらプロになれるのか常

皆さんにお贈りし、最後におめでとうを言いまして、私の

に考えていただきたい。プロというのは、どんな分野にお

今日の挨拶に代えさせていただきます。

いても、学校で習ったことだけでは絶対に到達出来ないの

本日は誠におめでとうございました。

です。先ほどの平野総長の訓話にもありましたように、自
分に対して投資をしないといけない。いろいろな投資のや
り方があるとは思いますが、私が大事だと思うのは、まず
友達を必ず大切にすること。もう一つは本を読む習慣をつ
けること。やはり本というのは週に１冊ぐらいは必ず読む
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名古屋大学・北海道大学合同大学デーを南京及び北京で開催

南京大学であいさつする平野総長

南京大学、北海道大学、本学関係者の集合写真

名古屋大学・北海道大学合同大学デーが、３月６日（金）、

学研究科出身の趙

健偉南京大学教授、本学法学研究科の

南京大学において、また、３月８日
（日）
、清華大学におい

大学院生で南京大学の卒業生である金

て開催されました。

よる座談会が行われました。午後からは北海道大学及び本

本学では、これまで中国の優秀な学生を獲得するため、

暁帆さんの３氏に

学のグローバル COE プログラムについての紹介と、留学

上海事務所を拠点として留学説明会の開催をはじめとする

説明会が同時並行的に実施され、本学からは生命科学、科

広報活動を実施してきました。今回のイベントは、この活

学・材料科学、医学系、数学・物理学・地球科学の４拠点

動の範囲を更に拡大するための一環として、上海に拠点を

の教員及び法学、工学、国際開発、環境学の４研究科の教

置く本学と北京に拠点を置く北海道大学とが連携し、南京

員が参加しました。

及び北京で留学説明会を開催することで、両大学の研究活

清華大学では、午前中に、顧

秉林同大学長、佐伯総長、

動、教育内容等を紹介するとともに、より効果的にイベン

平野総長から、また来賓として道上尚史駐中国日本大使館

トを行うことを目的として実施されたものです。

公使、福西

浩日本学術振興会北京研究センター長からあ

銀興同大党委員会書記

いさつがありました。続いて、清華大学・北海道大学・本

浩北海道大学総長から、また来賓と

学によるトークセッションとして北海道大学及び本学の卒

南京大学では、午前中に、洪
長、平野総長、佐伯

して石井哲也駐上海総領事館主席領事、佐々木淳一上海伊

業生である王

藤忠商事有限公司総経理からあいさつがありました。引き

総長、平野総長との意見交換、さらに、北海道大学の２研

続き、総長による「勇気ある知識人－名古屋大学の４名の

究科による学術講演が行われました。午後からは、両大学

ノーベル賞研究者」を題とした基調講演が行われ、本学で

のグローバル COE プログラムの紹介、留学説明会が実施

研究しノーベル賞を受賞された益川敏英博士、小林

されました。

士、下村

誠博

脩博士の３名の研究成果及び貢献についてや、

建昕清華大学教授及び馬

智亮教授、佐伯

両会場には、地元テレビ局、新聞社、雑誌社など複数

これらの受賞者を誕生させた本学の民主的で批判精神に富

のマスコミが訪れ、平野総長が南京広播テレビ局及び

む「自由闊達な学風」の伝統が現在の名古屋大学にも脈々

「weilan」雑誌社から単独インタビューを受けるなど、今

と引き継がれていることなどを説明しました。さらに、本

回のイベントに対する現地の関心の高さが伺われました。

学理学研究科出身の張

慶龍南京大学教授、北海道大学理

また、留学説明会には、南京大学で210名、清華大学で
224名と想定以上に多くの学生が参集
しました。
今回のイベントは、日本の２大学が
初めて合同して実施したものであり、
これを契機に今後とも両大学が連携
し、より効果的な活動を展開していく
予定です。

清華大学での留学説明会の様子
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清華大学での GCOE 説明会の様子

３月25日
（水）
、豊田講堂において、豊田章一郎氏に名古

ニュース

豊田章一郎氏に名古屋大学フェローの称号を授与
当日は、大学院修了式に引き続き、修了生が列席する中、
同称号授与式が行われ、平野総長のことばの後、名古屋大

屋大学フェローの称号が授与されました。
名古屋大学フェロー制度は、本学を卒業又は修了した者
及び本学の教育研究、管理運営等に寄与し、国内又は国外
で顕著な業績を上げている方を顕彰するため、平成17年に

学フェロー称号記が総長から豊田氏に手渡され、最後に、
豊田氏からあいさつがありました。
豊田氏は、昭和22年に名古屋帝国大学を卒業後、昭和30
年には本学において工学博士の学位を取得しました。大学

制定されました。

卒業の後、昭和27年トヨタ自動車工業株式会社に取締役
として入社し、その後、昭和56年にはトヨタ自動車販売株
式会社取締役社長に就任しました。昭和57年にはトヨタ自
動車工業株式会社とトヨタ自動車販売株式会社との合併に
よって生まれた豊田自動車株式会社の初代取締役社長に就
任し、以後同代表取締役会長、同取締役名誉会長などを歴
任しています。
卓抜な指導力と緻密な戦略とによって、今日の「世界の
トヨタ」の名声を確固たるものとした功績は顕著なもので
あり、加えて、第８代社団法人経済団体連合会会長、日本
国際博覧会協会会長、名古屋大学全学同窓会会長を務める
など、幅広い領域で本学と社会の発展に貢献したことか
ら、今回、名古屋大学フェローの称号を授与することとな
りました。

名古屋大学フェロー称号授与式の様子

平野総長の退任式を挙行
平 成21年 ３ 月31日 を も っ て 総 長 の 任 期 を 満 了 す る

とができたのは、構成員はじめ、大学を支えてくださった

平野眞一総長の退任式が、３月30日
（月）
、シンポジオン

すべての方がそれぞれの立場で尽力してくれたお陰である

ホールにおいて挙行されました。

と、感謝を込めたあいさつがありました。

退任式では、宮田理事が、大学構成員を代表し謝辞を述
べ、研究者及び大学総長としてのこれまでの功績を紹介し

式終了後、役員、教職員の見送りを受け、総長は名古屋

ました。
引き続き、総長から在任中の５年間を振り返り、国立大
学法人化後の様々な困難を乗り越え、教育、研究、施設整
備、社会貢献、国際交流において、一定の成果をあげるこ

平野総長に謝辞を述べる宮田理事（左）

最後に、総長へ秘書課職員から花束が、こすもす保育園
の園児から花束を模した折り紙が贈られました。
大学を後にしました。
なお、総長は本学退任後、大学評価・学位授与機構長と
して、今後も我が国の学術発展に尽力されます。

花束を手に見送られる平野総長
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第１回高等研究院レクチャーを開催
第１回高等研究院レクチャーが、３月12日
（木）、医学部

研究成果について、２名の講師による講演が行われまし

附属病院中央診療棟３階講堂において、本学教職員・学生・

た。従来、神経はいったん損傷を受けると回復しないと考

一般市民など約140名の参加を得て開催されました。本レ

えられていました。しかし、最近の研究から神経細胞は再

クチャーは、学内教員、大学院学生等を対象とする高等研

生できることがわかり、さまざまな研究が進んでいます。

究院の学術講義であり、今回初めて行われたものです。

まず、門松健治医学系研究科教授が、
「神経軸索再生とプ

当日は、近藤院長のあいさつの後、神経再生医療の最新

ロテオグリカン」と題して、脊髄損傷の治療法の現状およ
びプロテオグリカンによる軸索再生の阻害機構等につい
て解説しました。続いて、岡野栄之慶應義塾大学医学部教
授が、「iPS 細胞を用いた神経再生戦略」と題し、脊髄損
傷の根本的な治療法として期待されている iPS 細胞による
治療法の現状について分かりやすく講演しました。同教授
は、iPS 細胞を用いて、脊髄損傷で脚がまひしたマウスを
歩けるまで回復させることに成功し、iPS 細胞の効果を証
明しました。この実験結果にも触れ、脊髄再生への応用に
ついて解説しました。それぞれの講演後には、活発な質疑
応答が行われ、最後に、高橋雅英医学系研究科教授が閉会
の辞を述べて終了しました。参加者から、
「理解しやすかっ
た」
「これからも積極的に参加したい」との感想が多数寄
せられており、大変有意義なレクチャーとなりました。

レクチャー会場の様子

第２回名大版・子育て支援セミナーを開催
第２回名大版・子育て支援セミナーが、３月７日
（土）
、
野依記念学術交流館において開催されました。平成19年度

ける子育てネットワークを実際に広げることを目的として
行われました。

に採択された科学技術振興調整費「発展型女性研究者支援

当日は、本学構成員の家族ら合わせて100名以上もの参

名大モデル」事業では、重要課題として育児と仕事の両立

加があり、前半は「世界一受けたい授業」などで活躍中の

支援の充実があげられており、同セミナーは、本学におけ

内田麻理香東京大学工学部特任教員を招き、身近にある食

る育児に関する職場環境の整備を広く周知し、大学内にお

べ物を使った“キッチン実験”を参加した子どもたちと一
緒に行いました。生クリームにジャムを入れるとペクチン
の働きで泡立ちが早くなることや、氷に塩を入れると凝固
点降下によりシャーベットができることを実験を通して学
び、最後には試食をしました。
後半の「子育て交流会」では、こすもす保育園の増築、
学童保育や鶴舞地区保育園の新設など、本学の育児支援に
関する情報発信を行いました。さらに子育てや仕事の両立
の上で困難な点について、参加者から意見を出してもら
い、テーマに分かれて話し合いました。また、親がセミナー
に参加している間、子どもたちが利用するキッズルームで
は、本学学生が中心となって活躍しました。本学は今後と
も親・子ども・学生がつながった名大版・子育てネットワー
クづくりを推進していく予定です。

キッチン実験の様子
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名大発ベンチャープレゼン大会を開催
名大発ベンチャープレゼン大会が、２月27日
（金）
、ベン
チャー・ビジネス・ラボラトリーにおいて開催されました。

新規事業アイデア、今後の戦略や展望などについて発表を
行いました。
小村道昭株式会社エミットジャパン代表取締役と技術

同大会は、産学官連携推進活動の一環として、本学発ベ
ンチャー企業各社が大学内外の関係者や支援機関と交流を

顧問である梶田将司本学情報連携基盤センター准教授は、

深め、他のベンチャー企業や研究者とビジネスアライアン

『高等教育を Change する！エミットジャパンのご紹介』

スの可能性を模索することを目的として開催されたもの

と題して自社の成り立ちと商品の概要を、有限責任事業組

で、本学発のベンチャー企業４社が、それぞれの事業内容、

合スタジオインフィニティの金丸方津氏は『オープンソー
スを用いた注意機能診断検査の ASP 化』と題して新規事
業のアイデアを、上拾石弘株式会社スナップショット代表
取締役は、『レコメンドエンジンの市場開拓と研究開発』
と題して新規サービスの紹介を、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は、
『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術シミュレー
タ』と題して自社の成り立ちと軌跡について発表を行い、
他のベンチャー企業や研究者、支援機関との協力、協働を
生むための情報発信の機会となりました。当日は雨天にも
かかわらず、本学教職員や学生の他、民間企業、金融機関、
行政機関から約70名が発表会に参加し、活発な議論、意見
交換を行い、交流会で親睦を深めました。

会場の様子

全学教育担当教員顕彰を実施
全学教育担当教員顕彰が、３月10日
（火）
、教養教育院に
おいて行われました。
これまで、全学教育科目担当教員の各科目別 FD では、

行っている教員を顕彰する全学教育担当教員顕彰制度を立
ち上げました。第１回目の教員顕彰は、暫定的に、これ
まで FD の機会を利用して初年次教育における教育効果が

優れた授業を行った教員をグッドプラクティスとして取り

益々上がるよう教育改善について検討を続けてきた物理学

上げ、報告会等を行ってきましたが、教養教育院は、更な

小部会から推薦のあった２名の教員を、審査の結果、被顕

る教員の資質、能力向上を目指し、特に優秀な教育活動を

彰者に選びました。
なお、平成21年度以降は、全部会・小部会からも推薦で
きるよう全学教育担当教員顕彰要項を検討しています。
今回の被顕彰者は、次のとおりです。
全学教育担当教員被顕彰者
氏

名：三浦裕一理学研究科准教授

担当科目：物理学基礎Ⅰ
氏

名：生田博志工学研究科教授

担当科目：力学Ⅰ

（左から）生田教授、若尾院長、三浦准教授
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ニュース

大学教育改革フォーラム in 東海2009を開催
大学教育改革フォーラム in 東海2009が、３月７日（土）、

よる基調講演で始まり、
「大学認証評価への対応」
、
「学習

IB 電子情報館において開催されました。このフォーラム

意欲を高める授業上の創意工夫」、「高校は大学をどう見て

は、高等教育研究センターが事務局を務める「FD・SD コ

いるか」、「FD・SD のノウハウをどう共有するか」の４つ

ンソーシアム名古屋」の主催により、東海地域の大学教育

のセッションが設けられました。この他、現代の大学生や

に関する草の根交流を目的として行われたものです。

留学生の悩みに関するミニレクチャー、授業時間外の学習

当日は、ハンス ユーゲン・マルクス南山学園理事長に

支援に関するパネルディスカッション、大学教育改革に関
する23件のポスターセッションなどが行われました。
近年、全国のあらゆる地域で大学教育に関するシンポジ
ウムや研究集会が行われていますが、本フォーラムでは、
東海地域の大学全体の活性化をねらいとすること、ふだん
は接点の少ない教員と職員が一緒になって意見交換できる
ようなプログラム上の工夫をすること、大学関係者と高等
学校の関係者が接する機会を提供すること、ポスターセッ
ションなどの機会を通して研究発表に限らずさまざまな実
践取り組みを紹介する機会を提供すること、などを重視し
ています。今回は過去最多の188名の参加があり、本学か
らも様々な発表がありました。次回は来年３月に開催され
る予定です。

フォーラムの様子

「FD・SD コンソーシアム名古屋」セミナーを開催
本学をはじめとする山手地区４大学により構成される

1995年に設立された「大学コンソーシアム京都」は、日

「FD・SD コンソーシアム名古屋」のセミナーが、３月13

本における大学コンソーシアムの草分けです。大学コン

日（金）
、文系総合館カンファレンスホールにおいて開催さ

ソーシアム京都の加盟大学・短大は、2008年度現在51校で、

れました。

FD 事業としては、毎年全国から1,000名以上が参加する

当日は、
「大学コンソーシアム京都による FD・SD 事業

FD フォーラムのほか、加盟校の FD 実態調査や、FD リー

の現状と課題」と題して、圓月勝博同志社大学教育支援機

ダーの養成を目的とした FD セミナーが開催されていま

構長が講演を行いました。

す。また、HP 上で FD 相談を行う FDQA も行っています。
大学職員向けの研修である SD 事業としては、SD 研究会
を中心に、加盟大学の SD 推進を目的としたフォーラムを
開催しています。平成20年度には、「地域内大学連携によ
る FD の包括的研究と共通プログラムの開発・組織的運用
システムの確立」が文部科学省戦略的大学連携支援事業と
して採択されました。同事業は、FD 地域ネットワーク形
成の推進や、大学間コンサルテーション機能の重視という
点に特徴がありますが、課題として、事業の運営責任の明
確化、FD 担当者の権限と職能の明確化、SD に関する共
通理解の促進が必要です。
講演後には質疑応答が活発に行われ、
「FD・SD コンソー
シアム名古屋」の今後の運営を検討する良い機会となりま

講演する圓月機構長
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ニュース

卒業・修了留学生を送る夕べを開催
平成20年度名古屋大学卒業・修了留学生を送る夕べが、

に、宮田理事の発声により乾杯が行われました。会場では、

３月３日
（火）
、シンポジオンホールにおいて開催されまし

卒業・修了留学生が、総長や教職員、留学生関係団体の方々

た。この会は、この春に卒業・修了して、進学、就職、帰

を囲んでなごやかに歓談したり、記念撮影したりする姿が

国等で本学を巣立っていく留学生の今後の活躍を願い、激

あちらこちらで見られました。歓談の後に、名古屋大学留

励、祝福し、相互理解と交流を深め、本学での想い出の一

学生後援会及び株式会社浜島書店様による記念品が後援会

つとなるよう開催されたもので、留学生や、日頃お世話に

会長である総長から各部局の卒業・修了代表者に手渡され

なっている留学生関係団体、留学生関係教職員など約200

ました。これに対し、卒業・修了留学生を代表して法学研

名が参加して盛大に行われました。

究科博士課程後期課程３年ファム ホン クァンさん（ベト

最初に、平野総長から激励、祝福のあいさつがあり、次

サイ

シンイー

ナム）及び環境学研究科博士課程前期課程２年蔡 欣怡さ
ん（台湾）の２名から、日
本に留学してからの感想を
含めた謝辞が述べられまし
た。
最後に、石田留学生セン
ター長から閉会のあいさつ
があり、盛況のうちに終了
しました。

あいさつする平野総長

記念品贈呈の様子

第22回経営協議会を開催
第22回経営協議会が、３月21日
（土）
、名古屋市内のホテ
ルにおいて開催されました。

期計画について各担当理事、副総長から説明が行われ、審
議の結果、了承されました。

会議では、平野総長のあいさつの後、平成21年度学内予

次いで、次期役員等に関して意見聴取が行われた後、附

算配分、平成21事業年度における長期借入金の借入れ及び

属図書館の寄贈図書、次期経営協議会委員について報告が

償還計画、セグメントの開示区分、名古屋大学職員給与規

行われました。

程等の一部改正等、平成21年度計画、第二期中期目標・中

また、外部委員からは、留学生30万人計画への対応、学
生に対する実学教育等について、貴重な御意見が寄せられ
ました。
なお、同日には、総長在任中に経営協議会の外部委員と
して本学の管理運営に多大な御支援をいただいた方々へ感
謝状が贈呈されました。

経営協議会の様子
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知の先端

「かぐや」により月の海の地下構造の観測に成功
山口

靖

押上

祥子

大学院環境学研究科教授
大学院環境学研究科研究員

月の起源と進化の解明を目的として、宇宙航空

ます。1972年にアポロ17号が月の表側のごく限ら

研究開発機構（JAXA）は2007年９月14日に月周

れた領域で実験的なサウンダー観測を行いました

回衛星「かぐや（SELENE）
」を打ち上げました（図

が、分解能の限界からこの深さでの地下構造の存

１）
。
「かぐや」
は月表面の地形や地下構造、元素・

在は報告されておらず、LRS が初めて検出した

鉱物組成、重力場などを観測するため、様々な観

ものです。

測機器を搭載しています。その１つである月レー

このような地下数100m 程度に存在する反射面

ダサウンダー（LRS）により、名古屋大・東北大・

は、月の表側の海の何カ所かで観測されました。

京都大などの研究者からなるチームが月の地下構

海の玄武岩が大規模な溶岩流として噴出して冷え

造を観測することに成功し、その成果が米国の

固まったあと、玄武岩の上にはレゴリス（砂状の

科学雑誌「Science」に掲載されましたので（※）

堆積物）が数10cm から数 m くらいの厚さで堆積

概要をご紹介します。

したと考えられます。さらに溶岩流がその上に流

LRS は5MHz の電波をアンテナから月面に向

れると、図３のように溶岩層の間にレゴリス層

けて発射します。電波の大部分は月の表面で反射

がサンドイッチされたような構造になり、この層

しますが、一部は地下まで伝わります。地下に地

状構造の境界面で電波が強く反射したと思われま

層の境界のような電気的性質の不連続面があると

す。晴れの海の南東部では、約35億５千万年前に

電波はそこで反射され、アンテナに戻ります。こ

玄武岩の溶岩流が噴出し、その後の約１億年間、

うした電波の送受信を「かぐや」の飛行中に連続

レゴリス層が成長しました。このレゴリス層の上

的に行うと、飛行測線に沿った月の地下構造が描

をさらに約34億４千万年前から28億４千万年前に

き出されます。

溶岩流が覆ったと考えられます。

月の表面の暗い部分は海と呼ばれ、玄武岩に覆

月の海の大平原には、細長く盛り上がったリッ

われた平坦な地形をしています。一方、明るい部

ジと呼ばれる地形がみられます。晴れの海のリッ

分は高地と呼ばれ、斜長岩という岩石からなり、

ジの地下構造を調べたところ、地下の反射面は、

起伏が大きくクレータが多数あります。今回は月

地表のリッジの地形面と平行になっていました

の表側の海の領域を対象に解析を行いました。図

（図４）
。海の玄武岩は粘性が低いために、冷え

２の晴れの海の観測データでは、見かけの深さ約

て固まったときには表面が水平な溶岩原をつく

500m と800m 付近に反射面があることがわかり

ります ｡ 地形面と地下の反射面が平行を保って

図１
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かぐやの観測イメージ図（© JAXA）

図２

 RS が捉えた晴れの海の地下の反射面。表面からの強いエ
L
コーに加えて、２枚の地下反射面からやや弱いエコーが
観測されている（白い点線）。黄色い三角印は、アポロ17
号によるサウンダー観測地点を示す。（© JAXA／SELENE
処理・解析：名古屋大学、京都大学、東北大学）

図４ （上図）晴れの海における

LRS 観測データ。（下図）月面
と、上図から検出された地下反射面。赤色の弧はリッジの
位置を示す。（© JAXA／SELENE 処理・解析：名古屋大
学、京都大学、東北大学）

図５
図３

地 下の反射面の概念図。玄武岩に覆われたかつての月
表面のレゴリス層を LRS が観測したものと考えられる。
（© JAXA／SELENE）

 積と褶曲の時期の違いによる ､ 地層の厚さの水平変化を
堆
示す模式図。
（A）背斜（上に凸になった褶曲構造）が成長
しながら地層が堆積した場合（B）
｡ 地層が堆積し終えてから
背斜が成長した場合 ｡LRS の観測結果は地下構造が（B）の
ようになっていることを明らかにした。
（© JAXA／SELENE）

変形（褶曲）しているのは、表面の溶岩層が28

ことから、月のリッジは、堆積した溶岩層の重み

億４千万年前に堆積した後にリッジが形成された

によって形成されたのではなく，冷却によって月

ことを意味しています。従来、海のリッジは、密

全体が収縮し、そのために28億年前以降、表面に

度の大きい溶岩層が厚さ数 km にわたって堆積す

皺として形成されたと考えられます。今回の観測

ることにより、その重さで地殻を押し下げたため

結果は、28億年前を過ぎても全球的冷却の度合い

に形成されたと考えられてきました。この場合、

が予想外に大きかったことを示しています。

地下の層の厚さは一定にはなりません（図５）
。
しかし、今回の LRS 観測によって、玄武岩など
の地層群に数 km もの厚さはなく、また地下の地
層の厚さは一定で、かつ褶曲のタイミングも従来
の想定より遅いことが明らかになりました ｡ この
静岡県出身。1980年東北大学大

※小野高幸、熊本篤志、中川広務（東北大学）、山口 靖、押上
祥子（名古屋大学）、山路 敦（京都大学）、小林敬生（韓国地
質資源研究院）、笠原禎也（金沢大学）、大家 寛（福井工業
大学）、Lunar Radar Sounder observations of subsurface layers
under the nearside maria of the Moon, Science, 323（5916）,
909－912, 2009.
やまぐち

やすし

富山県出身。2007年３月に九

学院理学研究科修了、工業技術院

州大学大学院理学府にて学位

地質調査所主任研究官、名古屋大

を 取 得 後、2007 年 ４ 月 か ら

学大学院理学研究科助教授、大

KAGUYA（SELENE）のプロジェ

学院環境学研究科教授などを経

クト共同研究員として本学に赴

て2009年４月から大学院環境学

任。学生時代の研究テーマは金

研究科長。JERS-1、Terra/ASTER、

星のテクトニクスで、現在も

KAGUYA/LRS な ど の 衛 星 リ モ ー

細々と続けている。趣味は旅。

おしがみ

しょうこ

トセンシングによる研究に従事。
趣味は山登り、陶器収集など。
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平成
年度名古屋大学総長顕彰

学生の元気

20

８名３団体表彰
平成 20 年度名古屋大学総長顕彰授与式が、３
月 25 日
（水）午後４時より、豊田講堂第１会議室
において行われ、８名の学生と３団体が表彰され
ました。
総長顕彰制度は、学問の研鑽や文化・社会活動
等を通じて、
「名古屋大学学術憲章」の目指す人

動への取り組み」部門で１名・３団体が受賞しま
した。
また、授与式終了後の、総長と受賞学生との懇
談会では、なごやかな雰囲気の中、総長から学生
へ将来への激励と共に、活発な意見が交わされま
した。

物像を実践している学生を讃えるとともに、その
活動を広く周知することにより、優れた人格と創
造性を兼ね備えた人材群のさらなる創出の促進を

薦・応募の学生達は、意欲や姿勢、各活動への熱

たもので、
顕彰の対象は、
「学修への取り組み」（学

意や情熱が感じられ、とても素晴らしいものばか

修において成果がともなう取り組みを積極的に

りであった。惜しくも受賞を逃した学生も甲乙付

行っており、その姿勢・成果が他者の模範となる

けがたい内容であり、今後の活躍が楽しみである。

と認められる者）及び「正課外活動への取り組み」

また、受賞した学生・団体は、本学の目指す「勇

（社会貢献活動、ボランティア活動、課外活動等

気ある知識人」としての更なる研鑽を積み、今後

において優れた評価を受けた者、又は本学の名誉

の学生生活、社会生活において、後に続く名古屋

を著しく高めた者）の２部門からなります。

大学生の目標となりうる人材としての成長を望む

学部推薦が、
「正課外活動への取り組み」部門に
自薦・他薦を合わせて 16 件の応募がありました。
これら合計 23 件の推薦・応募について、理事、
部局長等で構成する総長顕彰委員会での審査の結
果、
「学修への取り組み」部門で７名、「正課外活
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今年度で６回目を迎える総長顕彰制度への推

図ることを目的として、平成 15 年度に創設され

今年度は、
「学修への取り組み」部門に７件の

22

全体の講評

ものである。

「学修への取り組み」部門
氏

名

学部学科・学年

受賞理由

酒井

智世

文学部人文学科４年

学業優秀であることは勿論のこと、４年間の集大成といえる卒業論文は、「補文標識痕跡効果」と呼ばれる現
代英語の興味深い現象を、難解と称される「生成文法理論」を駆使して議論を展開し、高い評価を受けた。また、
中高生の頃から興味があったという英語に対する大学での更なる真摯な取り組みや努力、積極的な研究姿勢
が英語学研究室のみならず他の学生への模範となった。

平島

太郎

教育学部人間発達科学科３年 非凡な批判的思考力や自己表現力を備えており、その鋭い考察力は自身のレポート作成に限らず、演習の発
表会や授業において、他の学生の研究意識を高め、心理学の専攻生としての自覚をうながすこととなった。
また、学部内サークルでも中心的役割を担い、後輩達の心理学への関心を高めるための貢献をしている。また、
学会や講演会にも積極的に参加する等、研究大学の学部生として、模範的な学生といえる。

中川

藍

竹内

経済学部経済学科４年

卒論のテーマである「少子化対策－養育支援と教育投資」は、複数の論点が錯綜し、おさえるべき先行研究
も多領域にわたらざるをえない課題であったが、困難な問題を自ら提起し、多様なアプローチを使い分けま
とめ上げた。自身に興味を有してきた課題であるが、その成果は問題性を深く理解している様子が伺え、今
後も情熱をもって取り組み、大いに発展させられる事が期待される。

智起

理学部化学科４年

誰とでも活発な議論を重ね、疑問に思ったことをすぐその場で解決しようとする姿勢は、同年代の学生の中
でも群を抜いており、迅速に問題解決を図ろうとする努力は知識や実験技術の修得へと結びついているとい
える。卒論のテーマは、有機合成化学、および分子触媒化学の新しい潮流をつくろうとするものであり、将来、
有機合成化学の発展、医薬品開発に携わりたいという思いのもと、自身の持つ高い能力が発揮されれば、大
きな発展がもたらされると期待される。

黒田

浩一

医学部医学科６年

大学カリキュラムにおける成績だけでなく、共用試験医学系 CBT においても大変優秀な成績を修めた。アメ
リカ Duke 大学での臨床留学を医療者として成長する契機ととらえ、実践的な体験を自身のものとし、また
自らの体験を後輩の指導へと繋げた。基礎医学研究への熱意、大学外での研究活動も高く評価されており、
また、医学部の臨床教育の重要性を痛感し後輩への教育的活動へも力を入れてきた。

安井

真人

工学部機械・航空工学科３年 機械工学関連の専門科目は勿論、他学部、他学科の科目も受講し、幅広い修得に努め高い成績をおさめた。
自主的な勉学も広い範囲に及んでおり、機械工学分野ではあまり触れられない様な分野にまで熱心に学修を
進めた。学業成績が優秀であることは勿論、自身の能力の向上に対しての積極性、ひたむきに努力する姿勢は、
多くの学生の模範といえる。

青木

里奈

農学部応用生物科学科４年

日々の工夫と努力の積み重ねによって非常に優秀な成績をおさめた。高校以来の「光合成」に対する興味を
発展させ、日々の探求心と努力とによって得られた基礎知識をもとに、研究を進め、成果を出した。この研
究への献身的な取り組み姿勢は、高校の頃に博士課程進学を決心したという高い向上心に根ざすものであり、
今後の修士課程以降においても更なる知識の向上と、幅広い経験を通じ、日本の学術研究を担う指導的な研
究者に成長することが期待される。

「正課外活動への取り組み」部門
分

野

団体名（代表者）または個人名（団体名）

社会貢献活動 外国人県民を支援する会
（神田 すみれ・国際開発研究科 M2）

受賞理由
愛知県内に居住する外国籍住民に対し、同国籍の留学生が通訳 ･ 手続支援者として役所や法律相談、
病院、不動産等に同行して支援する活動を行っており、言語の壁により最低限の行政サポートすら
受けられない多くの外国籍住民の助けとなっている。また、留学生と外国籍住民のつながりによる
新たなネットワークを生みだしている。こうした活動は留学生だけでなく日本人学生にとってもニ
ュースではなかなか報道されない問題が日本社会に存在していることを気付かせるきっかけとなっ
ている。多くの留学生が在籍する国際開発研究科の特性を活かし、今後更にこの活動が根付いてい
くことが期待される。

本学への貢献 名古屋大学ピアサポート
2004年の発足以来、新入生など本学の学生が、大学生活において出合う様々な問題を解決するため
活動
（川島 一晃・教育発達科学研究科 D2） の助けとなっている。その活動は、学生同士が助け合う雰囲気を作り、良き名大生アイデンティテ
ィを形成すること、相談者のみならずピアサポート自身も成長することを目的として着実な成果を
あげている。
正課外活動
（部活動）
正課外活動
（部活動）

名古屋大学オリエンテーリング部
（寺村 大・法学部４年）
佐藤

2008年３月の日本学生オリエンテーリング選手権において、リレー部門では22年ぶりの優勝、個人
部門においても５位入賞した。2008年11月の同大会においては２位 ･ ６位入賞を果たしている。ま
た、世界選手権に日本代表として参加し、裾野の広い欧州勢に対して健闘した。

誠也（経済学部経営学科・２年） 名古屋大学軽音楽部エーデルレーテジャズオーケストラに所属し、コンダクトマスターとして様々
な場所での演奏活動を行ってきている。また、学生ジャズビッグバンドの全国大会である第39回
YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST において、音楽系大学の学生も参加する中、優秀ソリスト賞を
受賞し、東海ビッグバンドコンテストでは最優秀ソリスト賞に輝いた。
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平成20年度名古屋大学総長顕彰

受賞者及び受賞団体のことば

「学修への取り組み」部門

卒業論文の取り組みと
そこから学んだこと
酒井

智世

文学部人文学科４年

研究室で英語学の勉強をしているところ

私は、英語学を専
攻し、勉強してきま
し た。 卒 業 論 文 で
は、補文標識痕跡効
果という現象につい
て、統語論的な観点
から取り組みまし
た。この現象を扱っ
た最新の先行研究
は、非常に抽象的で

難しく、なかなか理解することができませんでした。論文を何
度も繰り返し読み、院生の方に質問しながら、少しずつ理解し
ていきました。理解していくにつれ、いくつかの問題点が浮か
び上がってきました。英語史からのデータや音韻論的な事実を
基に、その問題点に対する解決策を提案し、先行研究の正当性
を主張しました。また、英語母語話者に聞き取り調査を行った
ことにより、新たな言語事実が明らかになりました。
私はこの英語学の勉強を通して、英語学の知識だけでなく、
課題に取り組む姿勢も学びました。これから社会に出ても、こ
の姿勢を忘れず、課題に取り組みたいと思います。また、社会
で求められる英語の力をつけるために、これからも英語を勉強
し続けたいと思います。


さかい

ともよ

1986年生まれ

愛知県出身

「学修への取り組み」部門

スタート地点に立つための３年間
平島

太郎

教育学部人間発達科学科３年

名古屋大学に入学
して３年間、専門課
程の授業を中心に、
学業に熱心に取り組
ん で き ま し た。 特
に、２年生に行われ
た心理学のグループ
演習では、自分たち
で問いを立て、研究
計画を練り、調査を

学会発表をする筆者

取ってデータを分析するといった、研究の一連の流れを体験す
る中で、研究のおもしろさに触れることができました。また、
このときのデータを基に、学会発表を行い、他大学の院生や先
生方と、活発な議論を行いました。まだ学部生ですが、学会で
の口頭発表を経験できたのは非常に貴重なことだと思います
し、研究を行うということに関し、充実感を得ることもできま
した。また、大学内で研究が終始するのではなく、外に向けて
発信し、社会に研究を還元することの必要性を肌で感じた経験
ともなりました。
これからは、今回の受賞を糧にして、卒論やさらにその先に
向かって、３年間で培ったことを十分に発揮しながら、より一
層精進していきたいと思います。


ひらしま

たろう

1987年生まれ

長野県出身

「学修への取り組み」部門

私を成長させてくれた大学生活
中川

藍

経済学部経済学科４年

参考文献を読み、考えを深めているところ
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大学生活を振り返
ると、様々な縁と機
会に恵まれ充実した
４年間でした。
南ドイツ研修旅行
は、できるだけ現地
の方々とドイツ語で
話すことと、帰国後
も連絡を取り合える
友人を作ることを目

標に参加しました。その目標は達成でき、また異国の文化にお
おいに触れ、よい刺激になりました。
大学生活の集大成である卒業論文は、少子化対策をテーマと
して取り上げました。諸外国の政策と比較分析し具体策を考え
ていく中で拘った点は、少子化だけでなく社会保障、経済成長
にも目を向けることです。そのため論点が錯綜し混乱しました
が、ゼミでの議論を経ることで問題点を整理でき、まとめあげ
ることができました。非常に有意義な経験でしたし、取り組ん
だ論文の内容自体も私が公務員という職を選ぶきっかけとなり
ました。大学は卒業してしまいますが、今後もこれまでに得た
知識や思考力を基礎に学び続け、成長して少しでも社会に還元
できるよう努力したいと思います。


なかがわ

あい

1985年生まれ

兵庫県出身

「学修への取り組み」部門

有機化学に魅せられて
竹内

智起

理学部化学科４年

有機化学は、医薬
品開発や材料開発な
どを通して、我々の
豊かな生活を支えて
います。私は有機化
学に魅力を感じ、大
学で化学に打ち込み
たいと考え、理学部
へ進学しました。
化学科に配属され

研究室での実験風景

た２、３年時には、基礎学問の習得に集中しました。その中で
も特に、数多くある有機人名反応における反応機構を考えるこ
とに夢中になりました。勉強を進めると、見たことがない反応
に出会っても、どのような反応が起こるかをある程度予測でき
るようになり、自分が成長できていることを実感できました。
４年生になり配属された特別研究室では、アミド化合物の変
換反応における触媒開発というテーマに取り組みました。まだ
誰もなし得ていない研究であるため、うまくいかないことも多
く、苦労しましたが、その分やりがいを感じながら挑戦できま
した。
今後は、知識、技術などあらゆる面での成長を目指し、化学
のさらなる発展に貢献できる研究者になりたいと考えています。


たけうち

ともき

1985 年生まれ

愛知県出身

「学修への取り組み」部門

良い医師になるために
黒田

浩一

医学部医学科６年

私は、「良い医師」
になりたいと６年間
努力してきました。
「 良 い 医 師 」 と は、
良き臨床医であり、
良き研究者であり、
良き教育者である、
と考えます。
もっとも大きな
経 験 は、 ア メ リ カ

Duke ER で Dr. Cox と

Duke 大学への短期留学でした。そこでは医療チームの一員と
して扱われ、責任も重く、知識・思考力・精神力が厳しく問わ
れました。また、世界中の多くの医師を引き付けるアメリカの
医療の良い点・悪い点を直接体験し、それをどう自分の将来、
日本の医療の将来に活かせていけるのかを考える機会を持つこ
とができました。
３年次から４年次にかけて１年間、免疫学講座で、マウス
ES 細胞を使った、抗原提示細胞への分化に関する基礎研究を
行いました。また、学外での勉強会に積極的に参加したり、学
内で症例検討・身体診察の勉強会を開いたり、６年次には４年
生の授業や来年度派遣留学生対象講座にも TA として参加し
ました。
これらの経験をもとに、日本の医療に貢献できる医師となれ
るようこれからも努力していきたいと思います。
くろだひろかず 1985年生まれ 愛知県出身


「学修への取り組み」部門

日々の努力と好奇心
安井

真人

工学部機械・航空工学科３年

正弦波発振器の製作と試験を行っている場面

入学当初から大学
では自分の好きなこ
とを好きなだけ勉強
しようと決めていま
した。特に数学や物
理学が好きだったの
で、 よ く 図 書 館 に
通ってはまだ理解し
ていない分野に関す
る本を手当り次第読

んでいきました。
基本的に独学で勉強してきましたが、名古屋大学には様々な
学部があるので空いている時間があれば積極的に他学部の授業
を受けることにしました。例えば、関数解析、物性物理学、有
機化学など様々な授業を受けていました。非常に多様な科目を
勉強したおかげで、学問には密接なつながりがあることを実感
できました。
趣味の一環としてよく電子工作をして遊んでいました。例え
ば、カウンタ、AM ラジオ、CPU など多くのものを作りました。
今は二足歩行ロボットを作ろうと考えています。
来年からは大学院へ入学します。まだまだ勉強不足を実感し
ているので、大学院に進んでより一層知識を深めていきたいと
思っています。


やすい まさと

1987年生まれ

愛知県出身
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「学修への取り組み」部門

興味と探究心
青木

里奈

農学部応用生物科学科４年

研究材料であるラン藻の培養室にて

私は高校生の頃か
ら、植物が行う光合
成に興味を持ってい
ました。しかし、大
学に入り様々な講義
に触れる中で、光合
成の枠を超えた多く
の知識を持っている
ことが、将来的に自
分の強みになると考

えるようになりました。そこで、何事にも興味を持ち探究して
いこうという姿勢で講義に臨み、幅広い知識を得る努力をして
きました。そして私は現在、光合成に用いられる色素の生合成
系の研究を行っています。研究を行っていく上で感じたのはや
はり、生物を用いた研究では、それが持つ様々な仕組みを包括
的に理解している必要があるということです。これまで得てき
た知識は、その理解の足掛かりとなり、研究を進めていく上で
私の大きな助けとなっています。
この４年間で培ってきた興味と探究心は、これからの研究生
活でも私の力になると確信しています。またこれからは、多く
の人との関わりの中で自分の知識の幅を更に広げる努力をし、
研究に生かしていきたいと思います。


あおき

りな

1986年生まれ

岐阜県出身

「正課外活動への取り組み」部門／社会貢献活動

地域と大学を繋ぐ活動を目指して
外国人県民を支援する会
神田 すみれ 大学院国際開発研究科国際コミュニケーション専攻
博士課程前期課程２年

瀬戸市で行われた健康チェック相談会で通訳として
活動するメンバーたち

「外国人県民を支
援する会」は国際開
発研究科の学生が中
心に、地域の外国籍
住民に対し、原則同
国籍の留学生が通
訳・手続補助者とし
て地域の労働組合・
病院・入管等に同行
する活動を行ってい

ます。
本会は、①言葉の壁により最低限の行政サービスなどを利用
することが困難な外国籍住民の存在②学生が外国籍住民の抱え
る状況を知り、関わりを持つ機会が乏しい、という問題意識か
ら結成されました。
助成金を利用し、同行する留学生に謝金を出すことにより、
依頼者と会のメンバー双方に利益が出る活動を行っています。
学生と地域の住民がお互いを知り、学生がこれまで知ることの
なかった、地域社会が抱える問題に対して驚きや憤りを感じる
契機になっています。
最近では活動に関わる地域の若者や外国籍住民もでてきてお
り、広がりを見せています。今後も、本学の学生・留学生が地
域社会と交流し、活躍する機会を拡大していきたいと考えてい
ます。


かんだ

すみれ

1975年生まれ

愛知県出身

「正課外活動への取り組み」部門／本学への貢献活動

ホッとできるスポットを目指して

26

名古屋大学ピアサポート
川島 一晃 大学院教育発達科学研究科

博士課程後期課程２年

2008年度フレッシュマン応援 DAY の様子

ピアサポート活動
は、
“仲間 peer”
（名
大生）が名大生を支
援する営みです。新
入生は、大学への入
学を皮切りに、授業
の履修など新しい活
動が山盛りになりま
す。新入生でなくて
も、大学生活の中で
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は、様々な活動を通して仲間とトラブルになることや、独りで
悩むこともあるかと思います。ですが、そんなときに同じ名大
の仲間として、一緒に考えていける場所の一つがピアサポート
でありたいと思っています。大変で悩ましい事も、後で振り返
ると“よかったなぁ、ためになったなぁ”と、それぞれの成長
の種となることもしばしばあるように思います。そんな種をも
し仲間と一緒に考えられるとしたら、素敵だなと感じていま
す。ピアサポートルームにはサポーターの笑顔がいつも溢れて
います。私自身、活動を通してたくさんの“ホッ”とする空間
と時間をもらいました。これからもサポーターにとっても、ピ
アサポートルームを訪れてくださる方にとっても、
“ホッ”と
できる場作りを心がけていきたいと思います。


かわしま

かずあき

1982年生まれ

三重県出身

「正課外活動への取り組み」部門／正課外活動（部活動）

全国制覇！

世界進出！
！

名古屋大学オリエンテーリング部
寺村
大 法学部法律・政治学科４年

2009年３月のインカレ団体戦の様子

私たち、名古屋大
学オリエンテーリン
グ部は2008年に「全
国制覇」と「世界進
出」の二つを達成し
ました。
オリエンテーリン
グとは地図とコンパ
スを頼りに森の中に
設けた指定地点を決

められた順に通過し、短時間に目的地に着くことを競うスポー
ツです。
2008年３月に行われた「日本学生オリエンテーリング選手権
大会（以下、インカレ）
」の団体戦（リレー）部門で約20年ぶ
りの優勝を飾りました。またジュニアの日本代表に林 真一と
松井健哉が選ばれ、スウェーデンでの世界大会に出場。大学生
の日本代表には崎田孝文が選ばれ、エストニアでの世界大会に
出場。見事「世界進出」も果たしました。
今後は、
「インカレ団体戦２連覇」
「日本代表選手の輩出」を
目指して競技力向上に努めます。また主催大会を開催するなど
して、オリエンテーリングの普及活動にも取り組んでいこうと
思います。
追記：2009年３月21日
（土）
に開催されたインカレ団体戦で２
連覇を飾りました！ 次に目指すは前人未到の３連覇です。
てらむら だい 1986年生まれ 愛知県出身


「正課外活動への取り組み」部門／正課外活動（部活動）

JAZZ を通して伝えられること
佐藤

誠也

経済学部経営学科２年

ライヴにてアドリブ演奏をする様子

私は中学生の頃か
らトランペットを
始 め、 現 在 は 軽 音
楽部 Edel Rote Jazz
Orchester に所属し
ています。私は「努
力は必ず報われる」
という信念を持って
日々の練習に取り組
み ま し た。 そ の 結

果、
「第39回 Yamano Big Band Jazz Contest」にて優秀ソリ
スト賞、「東海ビックバンドジャズコンテスト」にて最優秀ソ
リスト賞を受賞することができました。
JAZZ は与えられたコードをもとに奏者が自由にアドリブを
してゆくことが特徴です。アドリブは決して偶然思いついたフ
レーズの塊ではなく、奏者が蓄積した膨大なフレーズをもとに
形成されてゆきます。私が JAZZ の先人に教わったことは、難
なく流暢にアドリブをこなす JAZZ アーティスト達は、彼らの
才能に加えて計り知れないほどの努力を重ねているということ
です。ここが私が JAZZ に惹かれる大きな理由であり、演奏を
通じて人に伝えたいことなのです。今後も初心を忘れず、偉大
な JAZZ の先人達に少しでも近づけるよう日々の努力を重ねた
いと思います。


さとう

せいや

1988生まれ

愛知県出身
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インターネットと民主主義

相美

大学院国際言語文化研究科准教授

金

知の未来へ―若手研究者の紹介
28
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近年、政治過程におけるインターネットの影響

ここではネット利用が投票参加にどれほど有効

力について関心が高まっています。私は、市民に

なのか、という問題意識を元に2007年の日本の参

よる参加型ネットツールの活用と政治的意見の表

議院選挙と韓国の大統領選挙時に行った調査の結

出・政治討論の質・量の変化に注目しつつ、それ

果を紹介したいと思います。

らが政治参加に及ぼす効果について主に日本と韓
国を対象に比較研究をしています。

日本の場合、最も重要な政治関連情報源である
と同時に投票参加を促進するメディアは新聞であ

ネット上の参加型ツールには、２ちゃんねる

るのに対し（表１参照）、韓国の場合、最も有力

や Yahoo! Japan の よ う な 匿 名 掲 示 板、 は て な

な政治関連情報源はインターネットでした。しか

ダイアリーのようなブログ、mixi に代表される

し、韓国ではインターネットの利用時間と投票参

SNS、YouTube やニコニコ動画のような動画サ

加率とは負の相関関係であり、ネットの悪影響が

イトなどがあり、特に若年層に人気を得ていま

表れていました。一方、参加型ネットツールの利

す。今回の米国の大統領選挙において MySpace

用量は韓国の方が日本より多く、韓国では参加型

や YouTube を政治情報源としての利用した若者

ネットツールで政治に関する情報をよく読むこと

は多く、18－24歳の利用率が37％で、30代の４%

が投票参加につながっていることが明らかになり

や40代以上の１% と比べると大きな差です。こ

ました（表２参照）。さらに、両国共に革新的意

のように若者にとってネットは、政治情報源とし

見の持ち主の方が参加型ネットツールをよく利用

て既存メディアを代替しているようです。日本の

する傾向があるが、日本の匿名掲示板だけが例外

政府・政党側も若年層に人気の高い動画サイトに

的に保守的傾向の人が多いことが明らかになりま

て政治キャンペーンのための専用チャンネルを設

した。

け、インターネットを通じた活動を本格的に始め

今後民主主義発展のための「実践的インター

ています。これは、モバイルインターネットを通

ネット活用のあり方」を提示するために、今日も

じて８割の若者が動画にアクセスしていることを

次の衆議院選挙時に実施すべき調査の企画に取り

踏まえたものです。

組んでいます。

表１

投票参加を予測するロジスティックモデル（日本）

表２

投票参加を予測するロジスティックモデル（韓国）

●大学院文学研究科

大学院文学研究科は、２月21日
（土）
、文学研究科237講
義室において、第９回公開シンポジウムを開催しました。

と社会変動の関係性について考究することを目的に開催し

部局ニュース

公開シンポジウム「紀元前１千年紀－変容する社会、変化する自然環境－」を開催

たものです。

同シンポジウムは、毎年２月から３月にかけて実施してい

はじめに、和田文学研究科長のあいさつがあり、引き続

るもので、今回は、「紀元前１千年紀－変容する社会、変

き、山本直人同研究科教授が日本列島における社会の変容

化する自然環境－」をテーマに、世界各地で行われている

過程について最新の年代観をもとに報告しました。次に、

発掘調査の成果をもとに、比較考古学の観点から環境変化

海津正倫環境学研究科教授が紀元前１千年紀の日本列島の
自然環境について概略を説明し、その特徴を指摘した後、
江村治樹文学研究科教授が中国の春秋戦国時代の社会変動
とその要因について考察しました。さらに、伊藤伸幸同研
究科助教が中央アメリカの社会と文化について報告し、最
後に、周藤芳幸同研究科教授が、東地中海世界においては
歴史的状況と気候変動との関係が浮かび上がらないことを
指摘しました。
今回のシンポジウムは、例年以上に一般の方々の関心を
集めたこともあり、学内外から150名の参加者があり、大
変充実したシンポジウムとなりました。

公開シンポジウムの様子

グローバル COE プログラム「テクスト布置の解釈学的研究と教育」
第５回、第６回国際研究集会を開催
グローバル COE プログラム「テクスト布置の解釈学的
研究と教育」は、３月５日
（木）から７日
（土）まで、仏パ

表を行いました。
また、同プログラムは、３月７日
（土）
、８日
（日）に、

リ東大学において、第５回国際研究集会「知のテクスト

東京国際フォーラムにおいて、第６回国際研究集会「歴

化」を開催しました。この研究集会は、本学とパリ東大

史テクストの解釈学：針路、解釈実践、新たな諸問題」

学との全学間学術交流協定締結に併せて行われ、北米か

を開催し、クリス・ウィッカム オクスフォード大学教

らの発表者も含め約30名が参加し、文学テクストに同時

授、レズリー・ブルベイカー バーミンガム大学教授、

代の科学をはじめとする様々な知がどのように組み込ま

レジーヌ・ルジャン パリ第一大学教授、フランソワ・

れ、いかなる意味や文体上の効果を生んでいるのかをテー

ムナン パリ高等師範学校教授等が講演を行いました。

マに、松澤和宏文学研究科教授、鎌田隆行同研究科講師、

ヨーロッパの中世の歴史記録を主な対象とする11の発表が

フォヴェルグ同研究科外国人教師、永田道弘研究員等が発

あり、活発な質疑が繰り広げられました。東京での研究集
会の開催は初めてでしたが、西洋中
世の文書、歴史記述、図像という高
度に専門的なテーマにも関わらず、
事前の日本全国からの参加登録者が
100名を数え、また、参加者の多く
が若手研究者で占められ、多くの質
問が寄せられ、極めて意義深い研究
集会となりました。

山本進一理事の立ち会いの下、署名を終えた
リクテンベルジェ パリ東大学長

第６回研究集会において、研究発表を行う研究者たち
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名古屋2009国際研究集会を開催
●大学院経済学研究科

大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センターは、

ニア州立大学アルトナ校学長をはじめ、アメリカ、ベトナ

３月９日
（月）
、10日
（火）
の両日、名古屋市内において、グ

ム、フィリピン、インドネシア、台湾、エクアドル、韓国

アム大学及びペンシルバニア州立大学アルトナ校との共催

の７か国・地域から50名にのぼりました。国内からも24名

により、経営・経済・情報技術に関する名古屋2009国際研

が集まり、合計74名が参加しました。

究集会を開催しました。
海外からの参加者は、ローリー・ベクテル ペンシルバ

９日には、開催準備委員のあいさつに続き、韓国会計学
会元会長・韓国会計基準審議会前委員であるユン・スンスク
全南大学校教授による「国際財務報告基準への韓国の対応」
と題する基調講演が行われました。続いて国際経営と観光
学のセッションと、大学院国際開発研究科、高等教育研究
センター、法政国際教育協力研究センター、大学院経済学
研究科附属国際経済政策研究センターのそれぞれの研究内
容を紹介するパネルセッションがありました。午後からは
２つの会場に分かれて、経営戦略、経済学、教育学、マー
ケティング、会計学、財務論をテーマに研究報告があり、
２日間で50本の論文が発表されました。
国内参加者に大学院生を含む若手研究者が多かったこと
から、将来の飛躍への第一歩を踏み出す研究集会となりま
した。

国際研究集会の様子

新型インフルエンザ対策講習会を実施
●医学部附属病院

医学部附属病院は、３月４日
（水）
及び11日
（水）、中央診

こと）期に医療機関や企業で起こりうる事態、来るべきパ

療棟講堂において「新型インフルエンザ対策講習会」を実

ンデミックに対する備え（医療機関受診の流れの整理）な

施しました。

どの一般論だけでなく、同病院での取り組みとして「新型

講習会では、八木哲也医学部附属病院中央感染制御部准

インフルエンザ対策マニュアル（第１稿）
」が紹介され、

教授が講師を務め、新型インフルエンザの定義、パンデ

病院の職員への啓蒙とともに地域全体での調整と連携が必

ミック（限られた期間にある感染症が世界的に大流行する

要であり、その中でマニュアルも進化していくことが述べ
られました。
また、講習会終了後の質疑応答では「公共交通機関の利
用制限時に職員や患者の駐車場をどのように確保するか」
等、具体的な質問が交わされました。
この講習会には、同病院に勤務する職員のみならず愛知
県内の他病院からも参加者があり、「新型インフルエンザ」
への危機意識の高さを伺わせるものでした。

講習会の様子
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●大学院医学系研究科

大学院医学系研究科は、３月７日
（土）
、名古屋市内のホ

末期ケア」と題し、豪州の現状について、角田直枝日本訪

テルにおいて、公開シンポジウム「患者の意向による終末

問看護振興財団事務部長から「患者・家族が望む End-of-

期医療の実現に向けて」を開催しました。

life care を実現するために」と題し、日本の終末期ケアに

同シンポジウムは、ライフトピア構想の一環として、平

部局ニュース

THP 養成コース公開シンポジウムを開催

ついて講演がありました。また、シンポジウムでは終末期

成19年４月に同研究科博士課程前期課程に新設されたトー

ケアにおける先駆的取り組みを行っている佐藤

タルヘルスプランナー（THP）養成コースの関連事業と

院機構豊橋医療センター緩和ケア部長、増田芳之静岡がん

健国立病

して行われました。

センターリハビリテーション科理学療法士、阿部まゆみ医

基調講演では、コリーン・M・カートライト サザンク

学部特任講師から、実践報告がありました。全国から300

ロス大学教授から「高齢者本人の意思を尊重した最善の終

名を超える保健医療職、福祉職の方々の参加があり、終末
期医療への関心の高さが感じら
れました。なお、シンポジウム
前日には医学部保健学科におい
て、イアン・グラハム サザン
クロス大学人間・健康科学部長
による特別講演が開催され、学
生や教員にとっても貴重な体験
となりました。

基調講演を行うカートライト教授

会場の様子

韓国 成均館大学校及び米国 テキサス大学ダラス校を訪問、
学生派遣に関する合意文書に調印
●大学院工学研究科

山本理事、鈴置工学研究科附属プラズマナノ工学研究セ

20 年度より活動を開始しています。

ンター長が、12 月１日
（月）
、韓国 成均館大学校を、３月

同プログラムでは、活動の一環として学生派遣の相手先

13 日
（金）
、米国 テキサス大学ダラス校を訪問し、学生派

となるパートナー校の訪問を行っており、今回は、昨年７

遣に関する合意文書に調印しました。

月のドイツ ルール大学ボッフム校訪問に引き続き、２件

同センターでは、我が国の大学が複数の海外パートナー

の訪問が実現したものです。

大学と組織的に連携し、若手研究者が海外において一定期

これらのパートナー校訪問を通して強固となった友好関

間教育研究活動に専念する機会を提供することを支援する

係のもと、平成 20 年度、同プログラムは若手研究者約 20

日本学術振興会インターナショナルトレーニングプログラ

名をパートナー校に派遣するなど活動を活発に進めてきま

ム（ITP）プログラムに、
「プラズマナノ材料・デバイス

した。また、同プログラムは、パートナー校の他にも海外

プロセス基盤研究人材育成プログラム」が採択され、平成

の多くの研究機関からも注目を集めており、平成 21 年度
はさらにパートナー機関を増やし積
極的な活動を展開する計画です。
今後は同センターが中心となり、
日本全国のプラズマ応用に携わる若
手研究者の育成を進めるとともに、
プラズマ教育研究の国際拠点を構築
してゆく予定です。

成均館大学校訪問の様子

テキサス大学ダラス校訪問の様子
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低炭素型都市の実現に向けての国際シンポジウム及び
国際ワークショップを開催
●大学院環境学研究科

大学院環境学研究科は、２月16日
（月）
、名古屋市内にお
いて、国際シンポジウム「低炭素型都市をつくる－科学と

人国立環境研究所（NIES）との主催により開催しました。
シ ン ポ ジ ウ ム で は、 平 野 総 長、 マイケル・ラウパッチ

政策の架け橋－」
を、また、２月17日
（火）
、18日
（水）の両日、

GCP 博士、笹野泰弘 NIES 博士（森口祐一博士代読）から、

野依記念学術交流館において、国際ワークショップ「低炭

それぞれあいさつがあったほか、竹本和彦環境省地球環境

素型都市の実現に向けて－国際共同研究と連携強化－」を、

審議官及びアーヌルフ・グルーブラー エール大学教授に

グローバルカーボンプロジェクト（GCP）及び独立行政法

よる招待講演、日米欧及びアジア諸国の著名な研究者、政
策担当者の方々による基調講演、パネルディスカッション
が行われました。低炭素型都市づくりに関する世界各国の
研究と政策の現状をレビューするとともに、今後の研究と
政策の連携、国際協力のあり方などについて活発な討論が
行われました。
ワークショップでは、低炭素型都市づくりのためのモデ
ル開発、都市のエネルギー政策及び地球温暖化対策などに
関するより専門的な内容の討論が行われました。
参加者数は、３日間で延べ360名にのぼり、大変意義深
いイベントとなりました。

ワークショップの様子

第15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

附属図書館友の会は、３月10日
（火）
、中央図書館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、本学の元職員で和算、そろばん関連資料の収集
で知られる藤本保紀氏を語り手に迎え、
「そろばん今昔」
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、脳の活性化に役立つ道具としてそろばん
が再評価されていること、さらに日本のそろばんの工程、
各地で発達したそろばんが紹介されました。
続いて、そろばんをモチーフや背景とした切手、私札、
マッチラベル、タバコ、置物、絵馬、蔵書票、引札、見本帖、
浮世絵など、多様なコレクションの一部が紹介され、そろ
ばんが、「読み・書き・そろばん」と言われる学校教育だ
けでなく、日本人の生活、文化に深く根付いたものである
ことが、明らかになりました。
講演終了後も、会場に展示されたそろばん珠削りの手回
しロクロや、そろばんが描かれた羽織、鼠がそろばん勘定
をしている浮き彫りのあるキセルなどを参加者が囲んで話
し合うなど、和やかな会となりました。
参加者からは、そろばんが登場する珍しい品々が面白
かった、日本文化の中でのそろばんの役割が興味深かった
などの感想が寄せられました。

講演の様子
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名古屋大学が東山、鶴舞、大幸地区で１年間に消費する
電気とガスのエネルギー量は、原油換算すると約39,800キ
ロリットル（ドラム缶199,000本分）で、これは一般家庭

のうち情報機器類が3,426台で全体の半分近くを占めてい
ます。（表１参照）
情報機器類、特にパソコンはほとんどの構成員が使用し

の34,000世帯分に相当します。この数字からわかるように、

ていて、CO2削減の効果が期待できることから、今年３月

名古屋大学は環境に大きな影響を与えています。

から「パソコン省エネ設定キャンペーン」を行っていま

このため本学は環境配慮活動として、エネルギー使用量

す。ノートパソコンの場合、設定を変えることにより27％

の削減や地球温暖化を防止するための取り組みを行ってい

～97％もの省エネが可能となり、使用環境にあわせて適切

ます。活動の一環として、昨年度、東山地区を対象に24時

な設定を行うことが求められます。（表２参照）

間稼働している機器について調査を行ったところ、7,100
台もの機器が24時間稼働していることがわかりました。こ
表１．東山地区24時間稼働機器と台数
機器区分

あなたもパソコンの省エネ設定で、地球にやさしいこ
と、ひとつ増やしませんか。

表２．ノートパソコンの省エネ設定の効果（標準設定との比較）

台数

設定区分

CO2排出量

削減量

削減率

情報機器類

3,426台

標準

9.0リットル／h

－

－

冷蔵庫類

1,597台

モニタの電源を切る

6.6リットル／h

2.4リットル／h

27％

実験装置類

1,574台

ハードディスクの電源を切る

5.4リットル／h

3.6リットル／h

40％

システムスタンバイ

0.3リットル／h

8.7リットル／h

97％

空調機等
計

506台

環境への取り組み

パソコン省エネ設定キャンペーンを実施中

7,103台

パソコン省エネ設定手順書（Windows XP 用）
１．デスクトップ上で右クリックし、
「プロパティ」をク
リックしてください。

３．各表のように各時間の設定を行い、
「OK」ボタンをク
リックしてください。

２．
「画面のプロパティ」の「スクリーンセーバー」タブを
クリックし、
「電源」ボタンをクリックしてください。

推奨する電源設定
モニタの電源を切る

⇨ 20分後

ハードディスクの電源を切る ⇨ 30分後
システムスタンバイ

⇨１時間後
以上で設定完了です。
名古屋大学はチーム・マイナス６％に参加しています

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
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名大を表敬訪問された方々［平成20年12月16日～平成21年３月15日］

12.26

日本・エジプト科学技術大学

学術運営委員会委員長等

日本・エジプト科学技術大学の開校に備え、同大学の学術運営委員会委員
長ほか委員各位が、我が国の工学系の教育・研究施設を視察する一環として
本学を表敬訪問されました。

1.23

駐日ガーナ大使
本学修了生で駐日ガーナ大使館のチャールズ Y. ブレイポン イエポア大使
が就任の挨拶のため、愛知県、名古屋市、報道機関等への訪問と併せ、本学
を表敬訪問されました。

2.10

中国 東北大学学長補佐等
中国 東北大学の王学長補佐等が、留学生交流等に関する意見交換及び工
学研究科の研究施設を視察するため、訪問されました。
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新任役員等の紹介
●理事（国際学生交流・産学官・社会連携関係担当）・副総長

宮田

（みやた

隆司

たかし）

専門分野：材料強度学、破壊力学
〈略歴〉
昭和47年４月 名古屋大学講師（工学部）
昭和49年４月 名古屋大学助教授（工学部）
昭和49年６月 西独 Stuttgart 大学材料研究所（MPA）客員研究員
平成２年６月 名古屋大学教授（工学部）
平成９年４月 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成15年４月 名古屋大学評議員
平成16年４月 名古屋大学大学院工学研究科副研究科長
平成18年４月 名古屋大学副総長（産学官連携関係担当）
平成20年４月 名古屋大学理事（国際交流・産学官連携関係担当）・副総長
平成21年４月 名古屋大学理事（国際学生交流・産学官・社会連携関係担当）・
副総長

●理事（広報・法務・リスク管理・大学間連携関係担当）
・副総長

佐分

（さぶり

晴夫

はるお）

専門分野：国際法学、国際経済法学
〈略歴〉
昭和50年４月 名古屋大学助手（法学部）
昭和53年４月 名古屋大学助教授（法学部）
昭和59年４月 金沢大学助教授（法学部）
昭和62年４月 金沢大学教授（法学部）
平成４年４月 名古屋大学教授（法学部）
平成６年４月 ケンブリッジ大学外国人研究員
平成10年４月 名古屋大学評議員
平成11年４月 名古屋大学教授（大学院法学研究科）
平成16年４月 名古屋大学大学院法学研究科長・法学部長
平成18年４月 名古屋大学理事（人事・労務関係担当）・副総長
平成20年４月 名古屋大学理事（人事・労務・法務関係担当）・副総長
平成21年４月 名古屋大学理事（広報・法務・リスク管理・大学間連携関係担当）
・
副総長

●理事（総務・入試・学生支援関係担当）・副総長

杉山

寛行

（すぎやま

ひろゆき）

専門分野：中国文学、中国思想史学
〈略歴〉
昭和55年４月 名古屋大学講師（文学部）
平成３年４月 名古屋大学助教授（文学部）
平成９年２月 名古屋大学教授（文学部）
平成12年４月 名古屋大学教授（大学院文学研究科）
平成14年４月 名古屋大学評議員
平成16年４月 名古屋大学大学院文学研究科副研究科長
平成16年11月 名古屋大学大学院文学研究科長・文学部長
平成18年４月 名古屋大学理事（教育関係担当）・副総長
平成21年４月 名古屋大学理事（総務・入試・学生支援関係担当）・副総長
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新任役員等の紹介
●理事（公正研究・施設設備・環境安全・人権関係担当）
・副総長

藤井

（ふじい

良一

りょういち）

専門分野：磁気圏・電離圏物理学
〈略歴〉
昭和52年８月 国立極地研究所研究系助手
平成４年４月 名古屋大学助教授（太陽地球環境研究所）
平成７年８月 名古屋大学教授（太陽地球環境研究所）
平成16年４月 名古屋大学総長補佐（研究推進担当）
平成17年４月 名古屋大学太陽地球環境研究所長
平成21年４月 名古屋大学理事（公正研究・施設設備・環境安全・人権関係担当）
・
副総長

●理事（財務・人事労務・事務総括関係担当）・事務局長

高橋

誠

（たかはし

まこと）

〈略歴〉
昭和54年４月
昭和55年４月
昭和57年９月
昭和58年４月
昭和59年12月
昭和61年８月
昭和63年８月
平成３年７月
平成５年３月
平成６年４月
平成７年10月
平成11年４月
平成13年１月
平成14年８月
平成16年２月
平成16年４月
平成19年４月
平成21年４月

文部省社会教育局青少年教育課
文部省体育局学校保健課
文部省初等中等教育局職業教育課
文部省初等中等教育局職業教育課企画調査係長
文部省教育助成局財務課法規係長
島根県教育委員会事務局学事課長
文部省教育助成局海外子女教育課海外子女教育専門官
文化庁文化財保護部伝統文化課課長補佐
文部省大臣官房会計課副長
文部省教育助成局財務課教育財務企画室長
名古屋大学大学院多元数理科学研究科教授
文部省大臣官房調査統計企画課長
放送大学学園総務部長
文化庁文化財部伝統文化課長
政策研究大学院大学事務局長
政策研究大学院大学大学運営局長
名古屋大学理事（総務・事務総括関係担当）・事務局長
名古屋大学理事（財務・人事労務・事務総括関係担当）・
事務局長

●副総長（教育・情報関係担当）

山本

一良

（やまもと
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いちろう）

専門分野：原子力学、核融合学、反応・分離工学
〈略歴〉
昭和48年４月 名古屋大学助手（工学部）
昭和63年５月 名古屋大学助教授（工学部）
平成７年４月 名古屋大学教授（工学部）
平成９年４月 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成13年４月 名古屋大学核燃料管理施設長
平成14年４月 名古屋大学総長補佐（教養教育担当）
平成16年４月 名古屋大学エコトピア科学研究機構情報メディア教育センター長
平成17年４月 名古屋大学情報メディア教育センター長
平成18年４月 名古屋大学総長補佐（教育担当）
平成21年４月 名古屋大学副総長（教育・情報関係担当）

新任役員等の紹介
●副総長（病院経営関係担当）

松尾

（まつお

清一

せいいち）

専門分野：内科学一般、腎臓内科学
〈略歴〉
昭和61年５月 名古屋大学助手（医学部）
昭和61年７月 名古屋大学助手（医学部附属病院）
平成９年２月 名古屋大学講師（医学部附属病院）
平成14年１月 名古屋大学教授（大学院医学研究科）
名古屋大学医学部附属病院第三内科長
平成14年４月 名古屋大学教授（大学院医学系研究科）
平成14年６月 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科長
名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修センター部長
平成16年４月 名古屋大学医学部附属病院副病院長
名古屋大学大幸医療センター長
平成19年４月 名古屋大学医学部附属病院長
平成20年６月 名古屋大学医学部附属病院遺伝子・再生医療センター長
平成21年４月 名古屋大学副総長（病院経営関係担当）

●副総長（研究・国際企画関係担当）

渡辺

芳人

（わたなべ

よしひと）

専門分野：生物化学、生物有機科学
〈略歴〉
昭和57年４月 米国ミシガン大学博士研究員（化学科）
昭和60年12月 米国プリンストン大学主任研究員（化学科）
昭和62年３月 慶應義塾大学助手（医学部）
昭和62年12月 慶応義塾大学講師（医学部）
平成元年４月 通商産業技官
平成２年10月 京都大学助教授（工学部）
平成６年10月 岡崎国立共同研究機構教授（分子科学研究所相関領域研究系）
平成13年２月 岡崎国立共同研究機構教授（統合バイオサイエンスセンター）
平成14年４月 名古屋大学教授（大学院理学研究科）
平成16年４月 名古屋大学総長補佐（資源配分担当）
平成17年４月 名古屋大学総長補佐（財務担当）
平成17年８月 名古屋大学総長補佐（財務・広報担当）
名古屋大学広報室長
平成18年４月 名古屋大学総長補佐（総務・広報担当）
平成18年11月 名古屋大学教授（物質科学国際研究センター）
平成21年４月 名古屋大学副総長（研究・国際企画関係担当）

●副総長（評価・総合企画関係担当）

松下

裕秀

（まつした

ゆうしゅう）

専門分野：高分子材料化学、高分子形態学、高分子界面
〈略歴〉
昭和57年４月 名古屋大学助手（工学部）
昭和62年８月 名古屋大学講師（工学部）
平成６年１月 名古屋大学助教授（工学部）
平成６年７月 東京大学助教授（物性研究所）
平成11年４月 名古屋大学教授（大学院工学研究科）
平成16年４月 名古屋大学総長補佐（目標・評価担当）
平成16年５月 名古屋大学評価企画室長
平成19年４月 名古屋大学副総長（評価・総合企画関係担当）
名古屋大学総合企画室長

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No. 191

37

資

料

平成21年度名古屋大学組織図


平成21年４月１日現在

名古屋大学

本部

事務局
運営支援組織

監査室
教養教育院
高等研究院
学部

文学部
教育学部
法学部
経済学部
情報文化学部
理学部
医学部
工学部
農学部

附属中学校
附属高等学校

附属病院

大幸医療センター

総合保健体育科学センター
大学院

文学研究科
教育発達科学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科

医学系研究科
工学研究科

生命農学研究科
国際開発研究科
多元数理科学研究科
国際言語文化研究科
環境学研究科

附置研究所

学内共同教育
研究施設等

全学技術センター
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附属法情報研究センター
附属国際経済政策研究センター
附属臨海実験所
附属南半球宇宙観測研究センター
附属構造生物学研究センター
附属タウ・レプトン物理研究センター
附属医学教育研究支援センター
附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター
附属プラズマナノ工学研究センター
附属材料バックキャストテクノロジー研究センター
附属計算科学連携教育研究センター
附属複合材工学研究センター
附属フィールド科学教育研究センター
附属鳥類バイオサイエンス研究センター

情報科学研究科

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

環境医学研究所
太陽地球環境研究所
エコトピア科学研究所

附属近未来環境シミュレーションセンター
附属ジオスペース研究センター
附属アジア資源循環研究センター

附属図書館
全国共同
利用施設

附属日本近現代文化研究センター

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

受賞者一覧
教員
受賞日

受賞名

H20. 9.23

日本金属学会

受賞者の所属・職名

受賞者

大学院工学研究科准教授

寺田

芳弘

H20.11. 9

第39回中部化学関係学協会支部連合秋季大会
特別討論会 VIP 賞

大学院生命農学研究科
研究員

濵嶋

祥就

H20.11.18

The 1st Korea-Japan Joint Forum On Sol-Gel  
Science and Technology Best Poster Award
2008

大学院工学研究科助教

片桐

清文

H20.11.21

電気設備学会

大学院工学研究科助教

飯岡

大輔

H20.12. 5

有機合成化学協会
武田薬品工業研究企画賞

大学院工学研究科講師

浦口

大輔

H20.12. 5

日本放射線安全管理学会
第７回学術大会優秀プレゼンテーション賞

アイソトープ総合センター
准教授

伊藤

茂樹

H20.12.25

科学技術政策研究所 
ナイスステップな研究者2008

大学院理学研究科教授

山口

茂弘

H21. 1. 1

IEEE フェロー賞

大学院工学研究科教授

水谷

孝

H21. 1. 6

Khan International Award

大学院工学研究科教授

大野

信忠

H21. 1.10

計測自動制御学会中部支部
第39期支部賞 奨励賞

大学院工学研究科助教

中島

正博

H21. 1.22

機器研究会

大学院工学研究科教授

新美

智秀

H21. 1.23

電気化学会化学センサ研究会

大学院環境学研究科教授

日比野高士

H21. 1.23

日本化学会進歩賞

物質科学国際研究センター
助教

若宮

淳志

H21. 1.29

内藤記念フェローシップ

大学院理学研究科准教授

倭

剛久

H21. 1.31

日本天文学会

大学院理学研究科教授

杉山

直

H21. 2. 4

井上科学振興財団

大学院理学研究科助教

深澤

愛子

H21. 2. 4

The Fourth Biennial Australian Colloid and
Interface Symposium (ACIS2009) and the 10th
Australia-Japan Colloid and Interface Science
Symposium Best Poster Prize

大学院工学研究科助教

片桐

清文

H21. 2.14

防災教育チャレンジプラン

大学院環境学研究科助教

木村

玲欧

H21. 2.20

有機合成化学協会 
塩野義製薬研究企画賞

大学院工学研究科助教

ウヤヌク
ムハメット

H21. 2.25

日本塑性加工学会

大学院工学研究科助教

吉田

佳典

H21. 2.27

精密科学技術ネットワーク 岩木トライボコー
ティングネットワークアワード優秀賞

大学院工学研究科准教授

上坂

裕之

H21. 3. 2

平成20年度奥谷賞

医学部保健学科助教

上山

純

第56回論文賞

全国大会発表奨励賞

流体科学研究賞
清山賞

林 忠四郎賞
井上研究奨励賞

優秀賞

優秀論文講演奨励賞

備考

H21. 3. 6

風戸研究奨励賞

大学院医学系研究科助教

大

H21. 3. 9

第５回日本学術振興会賞

大学院生命農学研究科教授

吉村

崇

H21. 3. 9

第５回日本学術振興会賞

高等研究院特任講師

勝野

雅央

H21. 3.10

宇宙科学振興会 
第１回（平成20年度）宇宙科学奨励賞

大学院工学研究科講師

長野

方星

H21. 3.12

日本学士院賞

H21. 3.13

放射線影響協会

放射線影響研究功績賞

柴田理尋（アイソトープ総合センター教授）
と連名

雄樹

大学院経済学研究科教授

安藤

隆穂

大学院工学研究科教授

飯田

孝夫

学生
受賞日

受賞名

受賞者の所属・学年

受賞者

H20. 8. 8

プラズマ科学のフロンティア2008研究会
学生ポスター賞

大学院理学研究科 D3

伊藤

H20. 9. 3

情報処理学会 FIT2008

大学院情報科学研究科 D3

立岩佑一郎

H20. 9.25

化学工学会情報技術教育分科会
第７回ソフトウェア・ツール学生コンテスト
インベンシス賞

大学院工学研究科 D1

鈴木

H20.10.12
-16

Widmer Young Researchers 
Poster Prize by the Royal Society of Chemistry

大学院工学研究科 D3

マゲット
フーアド

H20.11. 1

日本農芸化学会中部支部維持会員賞

大学院生命農学研究科 M2

宮崎

論文賞

備考

篤史
安田孝美（情報科学研究科教授）と連名

博貴

敦史
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受賞日

受賞名

受賞者の所属・学年

受賞者

備考

H20.11. 8

Best Poster Award in 2008 International
Symposium on Micro-NanoMechatronics and
Human Science (MHS2008)

大学院理学研究科 M1

大野真佐惠

本間道夫（大学院理学研究科教授）、
滝口金吾（大学院理学研究科助教）と連名

H20.11.15

放電学会

若手優秀論文発表賞

大学院工学研究科 M1

奈良

努

H20.11.18

The 9th International Symposium on
Distributed Autonomous Robotic Systems
Best Paper Award 2008

大学院工学研究科 D2

高橋

淳二

H20.11.19

第22回分子シミュレーション討論会
学生優秀発表賞2008

大学院理学研究科 D3

伊藤

篤史

H.20.11.19 第22回分子シミュレーション討論会
ポスター賞

大学院理学研究科 D2

渡辺

宙志

H20.12. 4

第46回燃焼シンポジウム
ベストプレゼンテーション賞

大学院工学研究科 D2

大坂

侑吾

H20.12. 6

第33回日本比較内分泌学会
若手研究者最優秀発表賞

大学院理学研究科 D3

岡本

直樹

H20.12.10

土木学会平成20年度全国大会
第63回年次学術講演会 優秀講演者賞

大学院環境学研究科 M1

柿市

拓巳

H20.12.12

The IUMRS International Conference in Asia
2008, Award for Encouragement of Research in
Materials Science

大学院工学研究科 M2

柴田

英美

H20.12.13

第8回日本表面科学会中部支部学術講演会
講演奨励賞

大学院工学研究科 M1

丸山

雄大

H20.12.13

The IUMRS International Conference in Asia
2008, Certificate of Award for Encouragement
of Research in Materials Science

大学院工学研究科 D2

ジャン
ヨンジュン

H20.12.13

The IUMRS International Conference in Asia
2008, Certificate of Award for Encouragement
of Research in Materials Science

大学院工学研究科 M2

衣松

徹哉

H20.12.15

資源・素材学会関西支部
学生のための研究発表会

大学院工学研究科 M2

種村

卓也

H20.12.18

コロキウム構造形態の解析と創生

大学院環境学研究科 M2

薫田

匡史

H20.12.18

第22回数値流体力学シンポジウム
ベスト CFD グラフィックス・アワード
最優秀賞

大学院工学研究科 D1

鈴木

博貴

H20.12.20

進化計算研究会 進化計算シンポジウム2008
ベストポスター賞

大学院工学研究科 M1

山本

雅文

H20.12.20

進化計算研究会 進化計算シンポジウム2008
貢献賞 ベストポスター賞

大学院工学研究科 M1

石黒

英敬

H20.12.22

計測自動制御学会

大学院工学研究科 D2

佐藤

訓志

H20.12.24

高分子学会東海支部

優秀学生発表賞

大学院工学研究科 D3

香村

和彦

H20.12.24

高分子学会東海支部

優秀学生発表賞

大学院工学研究科 M2

長谷川千夏

H21. 1. 9

MMM2009 Best Paper Award

大学院情報科学研究科 D2

神谷

保徳

H21. 1.14

高分子学会
優秀発表賞

大学院工学研究科 M1

熊野

尚美

H21. 1.18

第72回情報処理学会 MPS 研究会
プレゼンテーション賞

大学院情報科学研究科 M2

戸谷

薫

H21. 1.21

The 8th International Workshop of Advanced
Plasma Processing and Diagnostics
Joint Workshop with Plasma Application
Monodzukuri（PLAM）
Young Research Award for Most Impressive
Presentation

大学院工学研究科 M1

松平

雄人
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第５回若手研究者・
優秀発表賞
優秀講演

優秀講演賞

第20回高分子ゲル研究討論会

福田敏男（大学院工学研究科教授）、
関山浩介（大学院工学研究科准教授）と
連名

小林敬幸（エコトピア科学研究所准教授）、
大野哲靖（大学院工学研究科教授）、
他３名と連名

乗松 航（エコトピア科学研究所助教）、
楠美智子（エコトピア科学研究所教授）、
他１名と連名

長田孝二（大学院工学研究科准教授）、
酒井康彦（大学院工学研究科教授）、
久保 貴（エコトピア科学研究所助教）、
他１名と連名

藤本健治（大学院工学研究科准教授）、
他１名と連名

井手一郎（情報科学研究科准教授）、
村瀬 洋（情報科学研究科教授）、
他１名と連名

上山 薫（平成19年度本学卒業生）、
北 栄輔（情報科学研究科准教授）と連名

受賞者一覧
受賞日

受賞名

受賞者の所属・学年

受賞者

H21. 1.23

2009年ハイパフォーマンスコンピューティングと
計算科学シンポジウム 最優秀論文賞

大学院工学研究科 M2

深谷

猛

H21. 1.26

電気学会

優秀論文発表賞 B 賞

大学院工学研究科 D2

栗本

宗明

H21. 1.26

電気学会

優秀論文発表賞 B 賞

大学院工学研究科 D2

ディア
マンスール

H21. 1.26

電気学会

優秀論文発表賞

大学院工学研究科 M2

中野哲太郎

H21. 1.26

電気学会

優秀論文発表賞

大学院工学研究科 M2

堀川

佳峰

H21. 1.26

平成20年度電気関係学会東海支部連合大会
奨励賞

大学院情報科学研究科 M2

林

佑樹

H21. 1.26

平成20年度電気関係学会東海支部連合大会
奨励賞

大学院情報科学研究科 D3

范

薇

H21. 1.26

平成20年度電気関係学会東海支部連合大会
学生奨励賞

大学院情報科学研究科 M2

上杉健太郎

H21. 1.26

平成20年度電気関係学会東海支部連合大会
学生奨励賞

大学院工学研究科 M2

森田

圭

H21. 1.30

帝人株式会社
敢闘賞

大学院工学研究科 M1

戸田

章雄

大学院環境学研究科 D2

寺西

真哉

H21. 2. 4

2009帝人21世紀フォーラム

電気化学会東海支部 若手研究者特別賞          
（ECS 日本支部助成）

備考

山本有作（大学院工学研究科准教授）
他２名と連名

小尻智子（情報科学研究科助教）、
渡邉豊英（情報科学研究科教授）と連名
小柳佑介（情報科学研究科 M2）、
渡邉豊英（情報科学研究科教授）、
他１名と連名
渡邉豊英（情報科学研究科教授）と連名

H21. 2.10

Japan Society of Mechanical Engineers,
Materials and Processing Division,
Poster Presentation Award (1st Place)

大学院工学研究科 D3

舘

知也

馬場嘉信（大学院工学研究科教授）、
渡慶次学（大学院工学研究科准教授）、
加地範匡（大学院工学研究科助教）と連名

H21. 2.20

The 13th International Conference on Optical
Networking Design and Modeling (ONDM
2009) Best Paper Award

大学院工学研究科 M1

中川

雅弘

長谷川浩（大学院工学研究科准教授）
他４名と連名

H21. 2.24

商工総合研究所
平成20年度中小企業懸賞論文（金融部門）
本賞

経済学部４年

竹村

直毅

柳田憲治（経済学部４年）、
吉田 歩（経済学部４年）、
蛇沼浩之（経済学部３年）と連名

H21. 2.27

計測自動制御学会

大学院工学研究科 D2

鈴木

雅康

H21. 3. 1

電気学会東海支部長賞

工学部４年

青木

圭太

H21. 3. 5

計測自動制御学会

大学院工学研究科 D2

鈴木

雅康

H21. 3. 9

第３回 GSC Student Travel Grant Awards

大学院工学研究科 D1

鈴木

伸治

H21. 3.10

情報処理学会
平成20年度山下記念研究賞

大学院情報科学研究科 D3

立岩佑一郎

H21. 3.13

日本材料学会東海支部第3回学術講演会
優秀講演賞

大学院環境学研究科 M1

柿市

学術奨励賞

研究奨励賞

制御部門研究奨励賞

拓巳

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時
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受賞者一覧
記事
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月日

新聞等名

1

中部地方の私立大学で学費の一部を免除する動きが広がっていることについて、阿曽沼明裕教育発達科学研究科准
教授は「私立大学の目的は様々で、純粋な学生支援や優秀な学生集めのほかにイメージアップで受験生の増加を図
る大学もある」と話す

2.16（月） 中日（朝刊）

2

小林・益川両先生ノーベル物理学賞受賞記念シンポジウム「小林・益川理論とその検証」 21日開催：小林
学特別招へい教授がパネリストとして参加

誠本

2.16（月） 朝日（朝刊）

3

伊藤秀章エコトピア科学研究所特任教授と笹井
を資源として回収する技術を開発

亮工学研究科講師らの研究グループは、工業廃水からレアメタル

2.17（火） 中日（朝刊）

4

茂登山清文情報科学研究科准教授が愛知県児童総合センターで作品を発表する意義を話す

2.17（火） 中日（朝刊）

5

国際シンポジウム “低炭素型都市をつくる－科学と政策の架け橋－” 16日開催国際ワークショップ “低炭素型都市
の実現に向けて－国際共同研究と連携強化－” 17、18日開催 ３日間を通して環境学研究科の教授らが講演

2.17（火） 中日（朝刊）

6

先端医療ヘルスケアセミナー第１回21日開催：永津俊治本学名誉教授、尾崎紀夫医学系研究科教授「脳の仕組みと
心の病」 第２回５月23日開催：三宅養三本学名誉教授、馬場駿吉名古屋市立大学名誉教授「もっと見えたい、聞
こえたい」

2.17（火） 中日（朝刊）

7

吉田拓矢さん本学大学院生と村山依子理学研究科研究員らは、
「生物時計」を構成するたんぱく質に時差ぼけを修正
する機能があることを突き止める

2.17（火） 中日（朝刊）

8

小林

2.18（水） 日経（夕刊）

誠本学特別招へい教授ら６人が教育再生懇談会の新委員に決まる

9

老年学：井口昭久本学名誉教授

10

中日文化センター：溝口常俊環境学研究科教授 「近世尾張絵巻 江戸時代の名古屋を歩く」、江村治樹文学研究科教
授 「春秋戦国史を読み解く 都市の視点から秦漢帝国の形成を考える」、木俣元一文学研究科教授 「美術から見え
てくるキリスト教の世界」

高齢者

実は楽天的

2.19（木） 朝日（朝刊）
2.20（金） 中日（夕刊）
3. 1（日） 中日（朝刊）
3. 3（火） 中日（夕刊）
3. 7（土）

11

小林

2.21（土） 中日（朝刊）
2.24（火） 日刊工業

12

朝日カルチャーセンター：杉山 直理学研究科教授「宇宙のはじまり～キリスト教的宇宙観と仏教的宇宙観」、
三矢保永本学名誉教授「万葉の天象を科学する～上代より青雲は実在した」、宮原 勇文学研究科教授「ハイデ
ガー、その生涯と哲学～ナチズム問題やアーレントとの愛をめぐって」、木俣元一同研究科教授「西洋中世のイメー
ジを読む（１）」、伊藤大輔同研究科准教授「日本美術の諸相（２）～ことばから考える日本美の形」、小澤 実グ
ローバル COE 研究員「ヴァイキング社会論」

2.22（日） 朝日（朝刊）
3.13（金）

13

中日健康セミナー 21日開催：井口昭久本学名誉教授「生涯健康をめざして～40代からを元気に生きるために今でき
ること～」

2.22（日） 中日（朝刊）

14

財団法人 日本経済研究奨励財団が2008年度奨励金交付対象に小川 光経済学研究科准教授の「財政競争モデルの動
学化」、蔡 大鵬高等研究院准教授の「地球環境資源問題と世代間公平性 － 割引のない場合」、藤川清史国際開発研
究科教授の「社会保障制度改革の短期的影響と長期的影響」など24件を選定

2.22（日） 日経（朝刊）

15

益川敏英本学特別招へい教授が名古屋市立向陽高等学校を、小林
訪問し、それぞれの出身高校で講演をする

誠同特別招へい教授が愛知県立明和高等学校を

2.23（月） 中日（朝刊）

16

竹内恒夫環境学研究科教授らの研究グループと NPO 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

2.23（月） 中日（朝刊）

17

本学の法学部生を対象に政治に関するアンケートを実施 「麻生首相の政策である定額給付金には反対だが、消費
税率引き上げは評価する」といった意識が明らかになる

2.23（月） 朝日（朝刊）

18

竹村直毅さん本学学生ほか３名が、平成20年度中小企業懸賞論文「『地域再生ファンド』から見える金融危機と地
域社会との関わり方」で入賞

2.23（月） 日経（朝刊）

19

ソウル大学とのハンドボール交流戦21日開催：本学31－21ソウル大学

2.23（月） 中日（朝刊）

20

2008年ノーベル化学賞受賞記念 名古屋大学レクチャー オワンクラゲからのおくりもの ３月26日開催：
上村大輔本学名誉教授「2008年ノーベル化学賞に輝く下村 脩博士－時を超える「ひと」、「もの」、「こころ」－」、
下村 脩本学特別招へい教授「発光生物研究の原点－名古屋大学」

2.24（火） 中日（朝刊）
3. 3（火） 日刊工業

21

2008年ノーベル物理学賞受賞記念 名古屋大学レクチャー 宇宙と物質の根源「対称性の破れ」のかなたに ７日
開催：小林 誠本学特別招へい教授「CP 対称性の破れと素粒子の模型」、益川敏英同特別招へい教授「CP 対称性の
破れが我々に語ったこと」 講演内容と質疑応答など当日の様子

2.24（火） 日経（朝刊）

22

研究室発：小松

2.24（火） 中日（朝刊）

23

濵田道代法学研究科教授が４月から公正取引委員会の委員に就任

2.24（火） 日経（朝刊）

24

本学は女性教員の比率を引き上げるため、新年度から最も女性教員が増えている学部や研究所などを支援する

2.25（水） 読売

25

本学は豊田章一郎トヨタ自動車取締役名誉会長に「名古屋大学フェロー」の称号を授与する

2.25（水） 朝日（朝刊）
他２社

26

下村

2.25（水） 中日（朝刊）

27

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！
第14回 植物の世界

３月28日開催：

2.25（水） 毎日（朝刊）

28

長野県安曇野市穂高北小学校６年４組の児童31人が、学校生活最後の授業参観日に披露するオリジナル体操に取り
組む 健康運動指導士の桶野留美本学非常勤講師が振り付けを担当

2.25（水） 中日（夕刊）

誠本学特別招へい教授が茨城県から「名誉県民」の称号を授与される

尚環境学研究科准教授

公共建築に市民の声反映

脩本学特別招へい教授が愛知県から学術顕彰を、名古屋市から学術表彰を授与される
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３月21日開催：第13回 ムシの世界

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成21年２月16日～３月15日］
受賞者一覧
記事

月日

本学では９学部の募集人員1,708人に対し、4,891人が受験

新聞等名

29

国公立大学の二次試験前期日程が25日に行われる

30

愛知県は医師不足と赤字経営に悩む公立病院を立て直すため、本学など県内の４大学と共に医師派遣を調整する協
議会を設置

2.26（木） 朝日（朝刊）
3. 1（日） 中日（朝刊）

31

門脇辰彦生命農学研究科准教授や独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 みつばちグルー
プの木村 澄主任研究員ら３人が、昨年８～12月に養蜂家へアンケートを実施した結果、４人に１人が「大量のミ
ツバチが知らぬ間にいなくなった経験がある」と回答する

2.26（木） 毎日（朝刊）

32

学びのふるさと：益川敏英本学特別招へい教授

2.26（木） 日経（夕刊）

33

近世史研究会３月７日開催：本学、中部大学などの学生５人が卒業論文を発表

2.26（木） 朝日（夕刊）
3. 5（木） 中日（夕刊）

34

創造の地：多和田眞経済学研究科教授にものづくり拠点の今後向かうべき方向性などについて聞く（下）

2.27（金） 日経（朝刊）

35

知のあけぼの：益川敏英本学特別招へい教授は「中高生の頃に自然に努力できるターゲットを見つけ、基礎学力を
きちっと押さえれば、その先に活躍できる場所があるはず」と話す

2.28（土） 読売

36

生活習慣病とがん発病の関連を調べるコホート研究は、1988年に当時医学部教授だった青木國雄本学名誉教授が
班長となり、全国の研究者に呼びかけ企画 全国約12万人を対象にした足かけ20年の日本最大規模の研究となり、
200を超える成果を発表している

2.28（土） 中日（夕刊）

37

わくわくインタビュー：こども記者６人が益川敏英本学特別招へい教授にインタビュー

3. 1（日） 中日（朝刊）
3. 3（火） 中日（夕刊）

38

中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授 「壁」を越える文学の力

3. 1（日） 中日（朝刊）

39

100Answers：「裁判をよくするために、何が必要だと思いますか？」に対し、坪井秀人文学研究科教授は「議員と
同等の重みを持った形で良質の裁判官を選出できるシステム」と話す

3. 1（日） 朝日（朝刊）

40

本学では新年度から、教育学部附属高等学校の生徒が新入生向けのゼミナールに参加 植田健男附属高等学校長は
「附属高校の生徒が学生に刺激を与え、中等教育、高大接続教育のあり方のモデルになれば」と話す  

3. 1（日） 中日（朝刊）

仲間との議論で「考える力」を鍛えられた学生生活について話す

エコ20年

２

2.25（水） 朝日（夕刊）
他３社
2.26（木） 朝日（朝刊）
他２社

41

マイナス80：竹内恒夫環境学研究科教授

42

点検 科学技術立国：2007年度における本学と企業などの共同研究数は390件

3. 2（月） 中日（朝刊）
3. 2（月） 日経（朝刊）

43

株式会社ナノオプト研究所は理学研究科に「光赤外天文計測学寄付講座」を設置

3. 3（火） 日刊工業

44

専門医によるリウマチなんでも電話相談７日受付：担当医師は金山康秀医学部附属病院医員、平野裕司同病院医員

3. 3（火） 中日（朝刊）
3. 5（木） 朝日（朝刊）

45

第49回全日本学生グライダー選手権７～15日開催：本学を含む17大学が出場

3. 3（火） 朝日（朝刊）

46

小田洋一理学研究科教授らの研究グループは、熱帯魚のゼブラフィッシュを使い、魚の聴覚が形成される過程を解明

3. 4（水） 中日（夕刊）
朝日（夕刊）
3. 5（木） 読売
日刊工業

47

大 雄樹医学系研究科助教の「新規脂肪滴タンパク質の生理機能とその形態学的基盤」が財団法人 風戸研究奨励会
の風戸研究奨励賞を受賞

3. 5（木） 日刊工業

48 「水のいのちとものづくり中部フォーラム」の発起人会４日開催：中部地区の産学官が連携し、企業の水に関する技
術を生かして国際貢献と新たな海外ビジネスの創出を目指す 発起人は松尾 稔元本学総長、辻本哲郎工学研究科
教授ら

3. 5（木） 中日（朝刊）
毎日（朝刊）

49

シリーズセミナー公開講座「男女共同参画社会ってなに ?
法学研究科准教授が講師

3. 5（木） 中日（朝刊）

50

シンポジウム “環境学の新たな展開－科学・政策・市民社会をつなぐ－” 12日開催：コーディネーターは林 良嗣
環境学研究科長、エルンスト・U・フォン・ワイツゼッカー本学客員教授の基調講演「科学から政策への橋渡し」、
安成哲三地球水循環研究センター教授、井村秀文環境学研究科教授らがパネル討論に参加

3. 5（木） 中日（朝刊）
3. 6（金）
3.13（金） 日刊工業

51

本学はクラスターテクノロジー株式会社と共同で DNA 解析用試料導入法を開発
となり、サンプル量は従来の約50万分の１、時間は３分の１に短縮できる

これにより多種類の分析が可能

3. 6（金） 日刊工業

52

国際開発研究科は16～18日の３日間、大学間学術交流協定を結んでいるタイのチュラロンコン大学の大学院生16人
を迎える 16日は長田 博同研究科教授が愛知県の経済などについて説明する

3. 6（金） 日刊工業

53

風向計：家森信善経済学研究科教授

3. 7（土） 読売

54

川田 稔環境学研究科教授の著書「柳田国男のえがいた日本」が郭
語に翻訳される

55

－本音で語ろう男女共同参画－」14日開催：田村哲樹

地域密着型金融に一工夫
連友北京日本学研究センター教授により中国

3. 7（土） 朝日（朝刊）

第４期アレルギー大学開講記念講演 & アレルギーっ子防災フェアの集い７日開催：福和伸夫環境学研究科教授
「ホントに来る！ 東海・東南海地震 あなたは備えていますか !?」

3. 8（日） 中日（朝刊）
読売

56

本学学生有志による下宿用品リユース市2009 29日開催

3. 8（日） 中日（朝刊）

57

８日前期日程の合格発表

3. 9（月） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

58

ミンダナオの平和を祈るシンポジウム８日開催：国際開発研究科に留学中のノーハッシム・シナリンボさんが「ミ
ンダナオ紛争～住民の経験～」と題して同島の紛争問題を報告

９学部で1,833人が合格

3. 9（月） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）
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本学関係の新聞記事掲載一覧［平成21年２月16日～３月15日］
イベントカレンダー
記事

44

月日

新聞等名

59

九条科学者の会８日開催：益川敏英本学特別招へい教授 「人類に役立つ科学の発展と平和の確立を願って」

3. 9（月） 毎日（朝刊）

60

益川敏英本学特別招へい教授は日本記者クラブの講演で、1955年９月に発表された「坂田モデル」を知り、「名大
で素粒子をやりたい」と決心したことなどを話す

3.10（火） 日刊工業

61

名大サロンの主役：柳原光芳経済学研究科准教授

3.10（火） 中日（朝刊）

62

地球市民社会とビルマ／ミャンマーの平和的変革－現状と課題－13～15日開催：林
講演

良嗣環境学研究科教授らが

3.10（火） 朝日（朝刊）
3.12（木） 中日（朝刊）

63

日本 NPO 学会第11回年次大会 公開シンポジウム NPO と公共サービス改革21日開催：司会は大会運営委員長を務め
る後 房雄法学研究科教授

3.10（火） 朝日（朝刊）
他２社

64

訃報：熊田信夫本学名誉教授

3.10（火） 毎日（朝刊）
他３社

65

時のおもり：池内

66

本学は財団法人 名古屋産業科学研究所や愛知県と連携し、４月から畜産農家の排泄物を有効活用する「地域内循環
ビジネス実証事業」を半田市一帯で開始

3.12（木） 中日（朝刊）

67

本学は研究者ら大学関係者の子育てを支援するため、今夏、東山キャンパスに小学生専用の学童保育所を開設

3.12（木） 中日（朝刊）

68

ノーベル物理学賞受賞記念 小林氏、益川氏講演会11日開催：小林
生のころ」、益川敏英同特別招へい教授「科学とロマン」

3.12（木） 朝日（朝刊）

69

安藤隆穂経済学研究科教授ら10人が2009年度日本学士院賞を受賞

3.13（金） 朝日（朝刊）
他５社

70

いっしょに学ぼう：戸田山和久情報科学研究科教授

3.14（土） 朝日（朝刊）

71

木村眞人生命農学研究科教授が「水田土壌における炭素循環と微生物群集」で第46回読売農学賞を受賞

3.15（日） 読売

72

愛知県図書館で宇宙や天文に関する企画展：福井康雄理学研究科教授「宇宙100の謎」講演４月18日開催

3.15（日） 中日（朝刊）

73

藤原賞50回記念講演会 科学する心を育む４月25日開催：束村博子生命農学研究科准教授らが「研究者を目指す人た
ちへ」をテーマにパネルディスカッションを行う

3.15（日） 読売
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了本学名誉教授

学歴別生涯賃金の差

縮小

“宇宙清掃公社” の衛星必要

3.11（水） 中日（朝刊）

誠本学特別招へい教授 「６元クォーク模型誕

問題解決の力 教養から

イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等

内容

３月24日（火）～７月25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

第12回名古屋大学博物館特別展
「大陸アフリカ～名大研究の軌跡」
第96回名古屋大学博物館特別講演会

日
時：４月23日（木）15：00～
講演題目：「ヤシをめぐるアフリカの人々の生活」
講 演 者：和崎春日（中部大学教授）

第97回名古屋大学博物館特別講演会

日
時：５月22日（金）13：30～
講演題目：「アフリカ地質調査研究の重要性」
講 演 者：星野光雄（元環境学研究科教授）

第98回名古屋大学博物館特別講演会
［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
４月15日（水）～３月17日（水）の原則第１・
３水曜日（８月・１月は休講）
場
所：IB 電子情報館２階大講義室ほか
時
間：18：30～20：00
受 講 料：20回 一般31,500円、
NHK 文化センター会員 29,400円、
高校生は無料
※要事前申込

日
時：６月６日（土）13：30～
講演題目：「アフリカの樹木と木材」
講 演 者：木方洋二（本学名誉教授）

名古屋大学提携 NHK 文化センター講座

大河講座「ひとの大学」
第２部・地の巻

われわれは何者か

［問い合わせ先］
NHK 文化センター名古屋教室
052-952-7330
４月22日（水）
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

第48回防災アカデミー
講

演：大震災をメディアはどう伝えたか
～阪神・淡路から14年・本当の教訓は～
講 演 者：隈本邦彦（江戸川大学教授）

［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/
４月22日（水）
場
所：博物館展示室
時
間：14：00～15：00
入場無料

第27回博物館コンサート（NUMCo）
「アフリカ民族音楽～親指ピアノ『ンビラ』の調べ～」
演

奏：パシパミレ with ハヤシエリカ

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
５月９日（土）
場
所：知多半島礫ヶ浦海岸
時
間：8：50～16：00
参 加 費：500円（保険料等）
※要事前申込（４月24日必着）

中学生のためのネイチャーウォッチング
－知多半島の海岸の生物を観察しよう－
講

師：西川輝昭（博物館教授）、足立

守（博物館教授）

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
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イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等

内容

５月11日（月）～６月５日（金）
場
所：中央図書館４階展示室
時
間：9：30～17：00
（土曜開催、日曜閉室）

附属図書館2009年春季特別展

［問い合わせ先］
附属図書館情報管理課庶務掛
052-789-3667
５月13日（水）
場
所：博物館野外観察園
時
間：13：00～15：00
参加無料

「本高木家主従の近世と近代

― 高木家文書と小寺家文書 ―」

講演会

日
時：５月16日（土）13：00～15：30
会
場：中央図書館５階多目的室
講演題目：「旗本社会から江戸時代を考える」
講 演 者：宮地正人（前国立歴史民俗博物館長）

野外観察園見学会
内

容：野外観察園見学、電子顕微鏡観察（先着20名まで）

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767

教育学部創設60周年記念行事

５月16日（土）
場
所：豊田講堂
時
間：14：00～17：00
入場無料

講演題目：学校・子ども・家庭 ～今求められる教育のあり方～
講 演 者：志水宏吉（大阪大学教授）

［問い合わせ先］
文系総務課総務グループ教育担当
052-789-2602
５月22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

第49回防災アカデミー
講
演：人はなぜ逃げ遅れるか～災害防衛論入門
講 演 者：広瀬弘忠（東京女子大学教授）

［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/
５月23日（土）
場
所：豊田講堂シンポジオン
時
間：13：30～15：30
入場無料
※要事前申込（５月20日必着）
［問い合わせ先］
特定非営利活動法人
先端医療推進機構事務局

［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/
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第２回

テ ー マ：もっと見えたい、聞こえたい
講
師：三宅養三（本学名誉教授）、
馬場駿吉（名古屋市立大学名誉教授）

052-719-1853

６月８日（月）
場
所：環境総合館１階
レクチャーホール
時
間：18：00～19：30
入場無料
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先端医療ヘルスケアセミナー

第50回防災アカデミー
講
演：リスクに立ち向かう－組織の危機管理入門－
講 演 者：林 春男（京都大学教授）

イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等

内容

６月８日（月）
場
所：教育学部第３講義室
時
間：10：30～12：00
※要事前申込

公開レクチャー
「フィンランドの子どもと教育システム
－ PISA の結果を含めて－」

［問い合わせ先］
発達心理精神科学教育研究センター
052-789-2658
E-mail：e43195b@cc.nagoya-u.ac.jp

名大トピックス No.191

平成21年４月15日発行

編集・発行／名古屋大学広報室
本誌に関するご意見、ご要望、記事の掲載などは広報室にお寄せください。
名古屋市千種区不老町（〒464-8601）
TEL 052-789-2016

FAX 052-788-6272

E-mail kouho@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

名大トピックスのバックナンバーは、名古屋大学のホームページ

表紙
モクレンの薫りに包まれる
キャンパス
（平成21年３月28日）
※今 年度の表紙写真は、普段
見過ごしがちな学内の風景
を様々な角度から紹介して
いきます。

（http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/topics/）でもご覧いただけます。
NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No. 191
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愛知医学校校長 後藤新平

― 名大をひきいた人びと① ―

後藤新平（1857－1929）といえば、衛生・植民地・鉄道・

当時の愛知病院は、まだ内科と外科の区別もないような

都市行政や外交などに広く手腕を発揮し、逓信大臣、内務

状態で、早急に基礎を確立する必要に迫られていました。

大臣、外務大臣などを歴任した、近代日本を代表する官僚・

後藤校長は思い切った人事を断行し、当時きわめて貴重

政治家の１人としてつとに有名です。その後藤のキャリア

だった日本人医学士を４名も採用しました。奈良坂源一郎

の出発点が名大の源流にありました。

や熊谷幸之輔など、後藤が去ったのちの愛知医学校を担っ

後藤は安政４年、水沢藩士の子として現在の岩手県奥州

た人材もこの時に着任しています。そして彼らを中心にし

市に生まれました。水沢藩が戊辰戦争で新政府に敵対した

て、組織の整備をおこないました。その結果、愛知医学校

こともあって苦学のすえ、1876
（明治９）
年に医師として就

は全国でも有名になり、83年には数少ない甲種医学校に選

職したのが、名大医学部の前身にあたる愛知県公立病院

定されました。もしこの時、乙種にあまんじていたら、愛

（81年に愛知病院）だったのです。
最初は安月給の三等医でしたが、病院内にあった医学校

知医学校ひいては名古屋大学の歴史も少なからず変わって
いたかもしれません。

（81年に愛知医学校）には、お雇い外国人ローレツと司馬

また、この時代のエピソードとして、
「板垣死すとも自

凌海という、ドイツの医学や衛生学を学ぶには当代最高の

由は死せず」で有名な、1882年の岐阜における板垣退助遭

人物がいました。やがて後藤はめざましい出世をとげ、81

難事件があります。自由党と関わって政府ににらまれるこ

年に24歳の若さで医学校長兼病院長となり、83年までその

とを恐れて誰もが尻ごみするなか、後藤病院長が板垣の診

職にありました。

察にかけつけた話です。

１

２

３

４

１．後藤新平とローレツ（奥州市立後藤新平記念館提供）
２．逓信大臣時代（1908～13年頃）の後藤新平（同上）
３．
「明治初年愛知県公立病院外科手術の図」（名古屋大学附属図書
館医学部分館所蔵）。ローレツの依頼によって描かれた。中央で
執刀しているのが後藤新平、左端がローレツ（老烈）とされる。
４．1884（明治17）年頃の愛知医学校・愛知病院（天王崎、現在の名
古屋市栄１丁目、トーエネック（株）本社あたり）。後藤の校長時
代もここにあった。2007（平成19）年、写真にあたる堀川河岸
に愛知医学校記念碑が建立された。

名古屋大学基金

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。

