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濵口総長が生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センターを視察
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●環境への取り組み

省エネルギー推進事業（学内 ESCO）の紹介
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赤松　要と産業調査室―日本における実証的商業経済研究の先駆け
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　宮田理事及び佐分理事は、鮎京法政
国際教育協力研究センター長、中村佳郎
工学研究科教授、水谷法美工学研究科
教授、松岡和久日本国際協力センター
（JICE）理事長、阿部茂樹三菱重工業
株式会社名古屋航空宇宙システム製作
所主席プロジェクト総括らとともに、
４月９日（木）から12日（日）の間、ベト
ナム�ハノイを訪問しました。
　ハノイでは、ホアン・チュン・ハイ 
ベトナム副首相、ファム・ブ・ルアン 
ベトナム教育訓練省副大臣、グエン・
チョン・ジアン ハノイ工科大学長、
レ・ティ・ソン ハノイ法科大学副学
長及び坂場三男在ベトナム日本国大使
を表敬訪問するとともに、平成19年に
本学がハノイ法科大学内に設置した日
本法教育研究センター、日本国際協力
機構（JICA）ベトナム事務所及び三
菱重工業（株）がハノイ郊外のタンロン
工業団地に設立した航空機組立工場を
それぞれ訪問しました。
　ホアン副首相との会談では、佐分理
事がベトナムにおける本学の学術 ･教
育交流の取り組みの状況、特に日本法
教育研究センターでの人材育成などを
説明し、今後の交流活動について意見
交換を行いました。また、ファム副大
臣からは、９月17日、18日にメコンデ

ルタ地域の５カ国と日本の大学学長会
議をハノイで開催することが決定した
ことに伴い、是非濵口総長の出席をお
願いしたいとの発言がありました。
　グエン学長との会談では、宮田理
事が共同研究の実施、留学生の受け
入れなどの計画について説明し、ま
た、阿部主席プロジェクト総括からは
冠講座の拡充、シンポジウムの開催等
を本学と協力して進めたいとの提案が
あり、これらの交流や協力の前提とし
て両大学間で全学学術交流協定を締結

することが合意されました。築野元則
JICA ベトナム事務所長からは、ハノ
イ工科大学やハノイ工業大学に対する
日本の ODA 事業の現状について説明
があり、今後の本学のベトナムにおけ
る技術協力、留学生受け入れの拡大計
画等について意見交換しました。さら
に日本法教育研究センター訪問では、
同センターで日本語を学んでいるハノ
イ法科大学の１、２年生の学生と懇談
を行いました。
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　名誉教授称号授与式が、５月８日（金）、豊田講堂第１会
議室において挙行されました。
　名誉教授の称号は、本学教授として７年以上勤務し、教
育上又は学術上特に功績のあった方等に授与するもので、
今回新たに32名（新制計1,010名）の先生方に授与されま
した。
　授与式には、新名誉教授のうち28名が出席し、濵口総長
から一人ひとりに辞令書が授与され、永年に渡り本学の
教育・研究の発展に多大なる貢献をしたことへのお礼と
お祝いのことばが述べられた後、新名誉教授を代表して
澤木宣彦先生からあいさつがありました。
　引き続き、シンポジオンホールにおいて、名誉教授懇談
会が約120名の参加を得て開催されました。懇談会は、新
名誉教授の紹介で始まり、昨秋及び今春の叙勲等受章者、
役員・部局長の紹介に続いて、総長からあいさつとこの
１年の本学の動き等について報告がありました。その後、
松尾　稔元総長の発声で乾杯が行われ、参加者は終始和や

かな雰囲気の中で懇談しました。
　今回、新たに名誉教授の称号が授与されたのは、次の
方々です。�
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総長 平　野　眞　一 医学系研究科 大　島　伸　一 生命農学研究科 並　河　鷹　夫

理学研究科 大　峯　　　巖 医学系研究科 鳥　居　修　平 生命農学研究科 服　部　一　三

文学研究科 神　尾　美津雄 医学部 河　津　芳　子 国際言語文化研究科 加　藤　貞　通

文学研究科 佐　藤　彰　一 医学部 長　瀬　文　彦 国際言語文化研究科 小　坂　光　一

文学研究科 若　尾　祐　司 医学部 水　渓　雅　子 環境学研究科 貝　沼　　　洵

教育発達科学研究科 今　津　孝次郎 工学研究科 飯　田　孝　夫 環境学研究科 星　野　光　雄

法学研究科 濵　田　道　代 工学研究科 澤　木　宣　彦 情報科学研究科 末　永　康　仁

理学研究科 饗　場　弘　二 工学研究科 島　田　俊　夫 情報科学研究科 早　川　芳　宏

理学研究科 佐　藤　修　二 工学研究科 綱　島　　　滋 地球水循環研究センター 才　野　敏　郎

理学研究科 中　西　　　彊 生命農学研究科 柴　田　叡　弌 生物機能開発利用研究センター 若　松　佑　子

理学研究科 堀　　　　　寛 生命農学研究科 竹　谷　裕　之

（授与番号順、敬称略）

授与式の様子

記念撮影
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名誉教授称号授与式・懇談会を開催



［教育研究功労　関係］
瑞宝中綬章　平出　慶道　�名誉教授（法学部）�

　元法学部長�
　元中央大学教授

瑞宝中綬章　藤本　哲夫　�名誉教授（工学部）�
　元工学部長�
　三重大学名誉教授�
　元三重大学工学部長�
　元名城大学教授

瑞宝中綬章　川本　朓万　�名誉教授（工学部）�
　元愛知工業大学教授

　平成21年春の叙勲の受章者が発表され、本学関係者では次の方々が受章されました。

　平成21年度新規採用職員研修が、４月14日（火）から25日
（土）までの９日間にわたり、豊田講堂第１会議室等において
実施されました。本研修は、国立大学法人職員としての心構
えを身につけるとともに、社会人として必要な業務遂行上の基
礎知識及び能力を養成することを目的とし、35名が受講し
ました。
　初日の開講式では、濵口総長から「新しい発想とエネル
ギーをもって、活発な活動をしてもらいたい」とのあいさ
つがありました。その後、本学の組織、歴史、中期目標・
計画、評価基準等の講義をはじめ、個人情報保護、情報セ
キュリティ等国立大学法人職員としてのルールやマナーの
認識を深める講義や、採用２年目の先輩との懇談が行われ
ました。さらに、職種ごとに分かれ、事務・図書職員は各
部署の業務概要、企画力養成の講義を受講し、技術職員は
職場見学及び実習を行いました。
　24、25日には、中津川研修センターにおいて合宿研修が
行われ、所定の課程を修了した受講生に対し、修了証書が
授与されました。

　アカデミック・イングリッシュ支援室「E-ラウンジ」開
所式が、４月15日（水）、全学教育棟本館2F に新設された
同ラウンジにおいて挙行されました。
　E-ラウンジは、本学学生が授業の一環として使用する
e-ラーニング教材の学習支援や英語学習一般の支援を目的
としており、大学院学生のティーチングアシスタントが、
昼休み及び５限の間、学生からの質問や相談に直接答えま
す。また、大型テレビで BBC や CNN などの英語放送が
流される予定です。
　開所式では、山本教養教育院長、黒田光太郎・佐野　充
両副院長、前野みち子言語文化部門長ら出席のもと、山本
院長から、「学習支援の場としての E-ラウンジに期待した
い」�とのあいさつがあり、佐野副院長からは、アメリカの
大学でビジターとして研究をした経験から、学生同士によ
る学習支援の重要性が述べられました。引き続き、１年生
向けの e-ラーニング教材である「ぎゅっと e」のガイダン
スビデオが上映され、e-ラーニング教材による課外学習の
概要とその支援体制が説明されました。

瑞宝中綬章　杉本　悦郎　�名誉教授（農学部）�
　元京都大学教授�
　滋賀県立大学名誉教授�
　元滋賀県立大学人間文化学部長

［通産行政事務功労　関係］
瑞宝中綬章　小川　克郎　�名誉教授（環境学研究科）�

　元環境学研究科長�
　元通商産業省工業技術院地質調査所長�
　名古屋産業大学教授�
　名古屋産業大学大学院環境マネジメント研究科長
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記念撮影

開講式であいさつする濵口総長
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アカデミック・イングリッシュ支援室
「E-ラウンジ」開所式を挙行

平成21年度新規採用職員研修を実施

平成21年春の叙勲受章者決まる　―本学関係者５名が喜びの受章―



　濵口総長は、５月13日（水）、藤井理事、高橋局長、奥村
施設管理部長、服部生命農学研究科長らとともに、大学院
生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センターを視
察しました。同センターは東郷町、設楽町及び豊田市稲武
町にある附属農場、附属山地畜産実験実習施設及び附属演
習林をこの４月に統合したもので、従前から教育・研究に

重要な役割を担っています。
　まず、総長一行は、東郷フィールド（旧附属農場）を視
察し、大蔵　聡同研究科准教授から施設の概要や研究教育
支援活動、地域貢献事業についての説明、また、水田、温
室、果樹園、放牧場、牛舎、堆肥舎等の現況について解説
を受けました。
　続いて向かった設楽フィールド（旧附属山地畜産実験実
習施設）では、織田銑一同研究科教授から概要説明があっ
た後、実験動物棟や牧草地前で、飼育している口之島牛、
山羊等の在来家畜や実験動物について説明がありました。
　最後に視察した稲武フィールド（旧附属演習林）で
は、肘井直樹同研究科准教授から施設の概要説明の他、同
フィールドで行われている学生実習の状況を始め、森林や
環境問題の研究・教育に果たす同フィールドの役割などに
ついて説明がありました。
　同センターを視察した後、総長一行は、施設の維持管理
上の問題点や将来計画について活発な意見交換を行いまし
た。

　文部科学省において公募されていた「平成21年度科学技
術振興調整費新規課題」が選定され、本学から下記の事業
が採択されました。科学技術振興調整費は、総合科学技術
会議の方針に沿って文部科学省が運用を行う、政策誘導型
の競争的資金として、以下の１～３の事項に活用すること
となっています。
１．�優れた成果の創出・活用のための科学技術システムの

改革
２．�将来性の見込まれる分野・領域への戦略的対応等
３．�科学技術活動の国際化の推進

【国際共同研究の推進プログラム】
� （採択件数11／提案件数74）

　科学技術外交の強化の一環として、政府の主導により我
が国のリーダーシップの下で、日本の高い研究ポテンシャ
ルを活用し、アジア・アフリカ諸国等と我が国を中心とし
た国際的な科学技術コミュニティを構築することにより、
将来的な我が国とアジア・アフリカ諸国等との政府間の協
力関係の強化・構築を目指す。

提案課題名：東アフリカ稲作振興のための課題解決型研究
研究代表者：浅沼修一農学国際教育協力研究センター教授
国外参画機関：�マセノ大学及びジョモケニヤッタ農工大学�

（ケニア）
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設楽フィールドで説明を受ける総長一行
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濵口総長が生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センターを
視察

平成21年度科学技術振興調整費新規課題に採択される



　第48回防災アカデミーが、４月22日（水）、環境総合館レ
クチャーホールにおいて開催されました。今回は「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～」と題し、隈本邦彦江戸川大学メディアコミュ
ニケーション学部教授が講演しました。
　1995年１月17日の兵庫県南部地震は、その後の日本にお

ける地震防災対策に極めて大きな影響を与えました。当
時、マスメディアに在籍していた隈本教授は、兵庫県南部
地震の烈震を出張先の神戸で経験し、神戸市民の被災や救
出の状況を限られた機材でいち早く取材しました。その経
験から、大災害発生時にメディアが取り上げる映像は、レ
スキュー隊による救助のシーンや火災発生場所の火炎の
ズームアップなど、必ずしも災害や救助の真の姿を正確に
捉えているとは限らず、視聴者がもつ印象を誤った方向に
決定づけてしまう危険性があることを、豊富な資料映像を
用いて解説しました。また、大災害を受けても「だれも泣
かない社会」を構築することが理想であると主張し、その
ために、一人ひとりがもっともすべきことは耐震診断や改
修などの自宅の耐震化であるということを、極めて明瞭に
結論づけました。
　今回の防災アカデミーの参加人数は100名を超え、会場
は満席になりました。講演はマスメディア出身の隈本教授
ならではの、多くの写真や映像で構成されたもので、参加
者はそれらの資料を大変興味深そうに見入っていました。
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講演する隈本教授

ニ
ュ
ー
ス

第48回防災アカデミーを開催



　植物の受精は、穀物生産など、人類にも密接に
かかわる重要な現象です。古くからの多くの研究
にも関わらず、植物の受精は神秘のヴェールに覆
われるかのように、謎に包まれてきました。謎の
現象の一つが、花粉管ガイダンスと呼ばれる仕組
みです。めしべの先端で花粉から伸びだした花粉
管は、迷うことなく、正確にめしべ内部にある卵
細胞に到達します（図１）。今から140年前、花粉
管を卵細胞まで導く誘引物質の存在が提唱され、
現在まで探索が続けられてきました。
　この問題に対して、我々はトレニアというユ
ニークな植物を用いて研究を進めました注１。ト
レニアでは、ふつう母体組織で覆われているはず
の胚

はい

嚢
のう

（卵細胞を含むn世代）が突出しています
（図２A）。このトレニアで体外受精系を開発し、
レーザーによる細胞破壊実験を行うことで、誘引
物質が確かに存在し、しかも卵細胞の隣に２つあ
る「助細胞」から分泌されていることを明らかに
しました。その成果は2001年に Science 誌の表紙
を飾り、世界的に助細胞に着目した誘引物質探し
の競争が進められることになりました。
　私たちのグループでは、顕微鏡下で助細胞だけ
を取り出して、25個の助細胞から遺伝子発現解析
を行いました。興味深いことに、助細胞では、分
泌性でシステインに富む低分子量タンパク質群
（cysteine-rich�polypeptides;�CRPs）が、高いレ
ベルで発現していることがわかりました。特に発
現量の高い１番～３番の３つの遺伝子に着目し、
解析を進めました。すると、１番と３番の２つの
遺伝子は構造がよく似ており、助細胞特異的に
発現していることがわかりました。両者とも、花
粉管が誘引される胚嚢先端に分泌されます（図２
B）。
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図１　花粉管ガイダンスの模式図

図２　誘引物質ルアーによる花粉管の誘引
　　　�A,�トレニアの裸出した胚嚢の先端に誘引される花粉管

（全体で20分間の連続像）花粉管の直径が約10マイクロ
メートル。B,�ルアーの免疫染色像。ルアーは花粉管が誘
引される胚嚢の先端に存在する（緑色のシグナル）。C,�ガ
ラス管から出されたルアーに誘引される花粉管。疑似カ
ラーは濃度勾配を示す。Nature�458,�357-361より許可を
得て転載。時間は分 : 秒。
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140年間探索されてきた花粉管誘引物質を発見

東山　哲也　大学院理学研究科教授



　これら２つのタンパク質が花粉管誘引物質であ
るのか、大腸菌で作らせたタンパク質を用いて解
析を進めました。その結果、両者は強い誘引活性
を示すことが明らかとなりました（図２C）。し
かも、近縁種のアゼトウガラシの花粉管は誘引し
ないなど、もとの助細胞の誘引シグナルの特徴と
よく一致しました。さらに、レーザーマイクロイ
ンジェクターという、独自に発明した装置で、遺
伝子の発現阻害実験を試みました。モルフォリノ
アンチセンスオリゴという標的の遺伝子発現を抑
える試薬を胚嚢に顕微注入すると、花粉管誘引が
阻害されることがわかりました。これらの結果か
ら、これら２つのタンパク質が真の花粉管誘引物
質であると結論し、我々はこのタンパク質をル
アー（LURE1、LURE2）と名付けました。花粉
管がルアーで誘引される様子は、まさに魚が疑似
餌のルアーを追う軌跡のようです。
　この成果は、３月19日付の Nature 誌に掲載さ
れました。しかも第一著者の奥田哲弘君（当時修
士課程１年）が、ほとんど家にも帰らず、１週間

顕微鏡室にこもって撮った写真が表紙を飾りまし
た（図３）。「Nature の“N”を花粉管できれい
に書いてみては」という、私からの難しい注文に
応えて撮った１枚です。今となっては、「名古屋
大学のN」とアピールしてもいいと思っています。
論文は国内外のメディアで大きく取り上げられた
だけでなく、Nature 誌の月間アクセスランキン
グでトップ３にも入り、世界的な注目の高さを伺
わせてくれました。
　誘引物質がついに見つかったことで、その作用
機序の解明や、花粉管側のレセプターの同定など
が、今後の研究の争点になります。また、他の植
物でも同じタイプの物質が花粉管誘引物質なの
か、という問題もあります。我々はその可能性が
高いと考え、モデル植物であるシロイヌナズナも
含むいくつかの植物で、非常に有力な候補を得て
おります。今後多くの植物で誘引物質が同定され
ていけば、これまで不可能だった組み合わせの交
配を可能にする、新しい育種法の開発にもつなが
ると期待しています。
　最後に、ルアーの発見に際しては、現在修士課
程２年の奥田哲弘君（誘引アッセイ法の開発な
ど）、修士課程１年の筒井大貴君（レーザーイン
ジェクションなど）、修士課程２年の椎名恵子さ
ん（抗体によるルアーの検出）、そして特任准教
授の佐々木成江さん（活性型組換えタンパク質の
精製など）が、大きく貢献しました。その他、遺
伝子発現解析（EST 解析）などに大きく貢献し
てくれた助教の金岡雅浩さんをはじめとした研究
室メンバーおよび共同研究者に感謝申し上げます。

注１：�名大トピックス2007年５月号、若手研究者の紹介
欄に詳述。
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1971年、山形県鶴岡市生まれ。1999年、東京大学大学院理学系研
究科博士課程修了、同年より同研究科助手。2004年、フランス・
ルイパスツール大学に５ヶ月間の海外研修。2007年より現職。植
物の生殖をテーマに、ユニークな実験材料と独自の実験技術を駆使
して、面白い生命現象の解明を目指す。趣味は、運転、温泉、食。

ひがしやま　てつや

図３　�ルアーにより “N”を描く花粉管（Nature�2009年３月19日号
より）。ルアーを２か所に順に置き、N 字型に伸長させた。



　太古代（25－38億年）は、生命の起源や初期進
化、特に光合成生物や真核生物の出現といった生
物進化の重要イベントがいつ起こったのかを知る
上で極めて重要です。多くの論争が引き起こされ
たこれらの未解決問題を解くため、化石そのもの
を探すことに加え、岩石中に残された極微量の生
化学的痕跡を抽出・測定する方法などが試みられ
てきました。ところで太古代の化石ですが、単純
な形や小さなサイズのためその真偽が定まってい
ない場合が多い、という状況です。一方我々＊は
約30億年前の地層中に、その時代のものとしては
異常に大きく（数十μm に達する）、多様な形態
のものが大量にかつ非常に良好な状態で保存され
ていることを2001年に見つけました。
　我々が微化石を発見したのは、西オーストラリ
アピルバラクラトンと呼ばれる岩石砂漠地帯の北
東端に位置する、ゴールズワージー地域というと
ころです。ここには、太古の大陸あるいはその周
辺で堆積したと考えられるファレル珪岩層とその
上位のクリヴァービル層（主に縞状鉄鉱層からな
る）というやや深い海で生成した層が分布してい
ます。ファレル珪岩層の中には蒸発岩層という塩
分が析出してできた層が挟まれています。この蒸

発岩層は黒色で微細な石英粒子からなるチャート
という密で固い岩石を伴っていますが、その黒色
チャートに微化石群が含まれていました。すなわ
ち微化石が含まれている黒色チャートは太陽の光
が降り注ぐ浅いラグーンのようなところでできた
ものだと考えられます。
　さて、その微化石群ですが、先に述べたように、
１）形態が非常に多様で、２）付属構造を有する
複雑な形態のものが含まれ、３）大きなサイズの
ものが多い、という特徴があります。原核生物的
な、フィラメント状や数ミクロン以下の小さな球
状のもの、バイオフィルムの断片と考えられるも
のに加え、直径が60ミクロンに達するものや、帽
子のツバのような付属構造をもつものが見つかり
ました。これらが微化石であると我々が考える理
由は、１）水の中で生成した堆積岩の中に含まれ
ている、２）軽い同位体比をもつ有機炭素ででき
ており、窒素や硫黄の濃集も認められる、３）同
じ構造がいくつも存在し、かつサイズレンジがせ
まい、４）コロニー様の集合体をしばしば形成し

10 名大トピックス◦ No.193

図１　オーストラリア地図

図２　�枝豆のように20μm 程度の球体が連なった化石。
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30億年前の微化石群からさぐる初期地球の生物多様性

杉谷　健一郎　大学院環境学研究科教授



ている、そして５）変形破損したと考えられるも
のが含まれる、です。特筆すべき点は、細胞分裂
や内生胞子等、ライフサイクルに対応する可能性
のあるものが多数存在することです。中には小球
体が放出されたばかりの状態で保存されていると
考えられる構造も見つかっています。このような
微化石が太古代の地層から産出するとは、先カン
ブリア古生物学者の誰もが予想していなかったと
思います。
　問題は、これらの微化石がいったいどのような
生物だったかです。いくつかのタイプは光合成細
菌であるシアノバクテリアに対応すると私は考え
ています。そしてまだ決定的な証拠は揃っていま
せんが、真核生物が含まれる可能性もあります。
ハーバード大の著名な先カンブリア古生物学者
である A・ノルは、１）サイズが十分大きいこ
と、２）保存性の高い膜構造をもつこと、そして
３）形態が十分に複雑（突起物や細胞壁表面の装
飾等）であること、この３つを真核生物微化石の
条件として挙げています。この基準に従えば、微

化石群のあるものは、少なくとも２つの条件を満
たしており、あとは形態の複雑さ（ツバ状の付属
物等）をどのように評価するかによります。ある
いは、電子顕微鏡などで膜表面に規則的な模様が
認められれば、真核生物の可能性はますます高く
なります。決着がつくのはまだ先ですが、いずれ
にしても我々が従来考えていた以上に30億年前の
生物は進化し、浅い海において多様な生物群から
なる生態系が成立していたと言えそうです。真正
細菌、古細菌、真核生物の系統関係と、炭素同位
体等から示唆される古細菌の出現時期から考える
と、30億年前の真核生物、あるいはそのプロトタ
イプという話も、そう非現実的ではないと思われ
ますが、偶然見つけた微化石がその秘密をどこま
で明らかにしてくれるのか、これからもじっくり
付き合っていきたいと考えています。
＊注釈：�この研究は名古屋大学大学院環境学研究科准教授

三村耕一、全学技術センター技術専門員長岡　勉、西オ
ーストラリア地質調査所 K. グレイ博士、オーストラリ
ア宇宙生物学センター M.R. ウォルター博士らとの共同
研究として進めているものです。
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三重県松阪市出身、名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了、名
古屋大学教養部を経て大学院環境学研究科教授。情報文化学部教授
を兼務。
趣味は、釣り、畑、時々サッカー。元々地球化学が専門ですが、最
近はフィールド調査が楽しく、今後オーストラリアだけでなくアフ
リカにも本格的に足をのばそうと考えています。太古代の微化石研
究に加え、木曽三川下流域の堆積物やヨシ群落の研究等も始めました。
研究のモットーは、「よく観察する」。好きな研究者は南方熊楠です。

すぎたに　けんいちろう

図３　長径が40μm 程度のツバ状構造をもつもの
　　　（合成フォーカス写真）。

図４　�直径が50μm程度の球状微化石。内部から小球体が放
出されているようにみえる。



　医学部は、４月30日（木）、山本総長顧問による「愛知県
立医学専門学校第38回卒業アルバム」の寄贈に対し、感謝
状贈呈式を挙行しました。
　このアルバムは、同専門学校の卒業生である山本総長顧
問のご祖父様である故山本芳藏氏が所有していたものであ
り、同専門学校の第38回卒業生（大正５年）の写真及び名
簿のほか、建物、実習や講義風景の写真が多く掲載されて
おり、同学部の前身である同専門学校の当時の様子を知る

上で大変貴重な資料です。
　贈呈式は、学部長室で行われ、祖父江同学部長から、山
本総長顧問に対し、感謝状が贈呈されるとともに、感謝の
意が述べられました。
　医学部では、今後、同アルバムを附属図書館医学部分館
に設置されている医学部史料室で保存し、広く教育研究の
利用に役立てる予定です。

　教育学部は、５月16日（土）、豊田講堂において、同学部
創設60周年記念行事として、記念式典及び学術講演会・公
開シンポジウムを開催しました。
　記念式典は、速水同学部長の式辞、濵口総長のあいさつ
に始まり、羽鳥政男文部科学省高等教育局国立大学法人支
援課専門官により徳永　保同局長の祝辞が代読された後、

須賀藤隆同学部・大学院同窓会会長及び江藤恭二名誉教
授からの祝辞が述べられました。また、式典の最後には、
平野善計同学部・大学院同窓会副会長から、記念品の贈呈
がありました。
　続いて、「学校・子ども・家庭～今、求められる教育の
あり方～」をテーマに、学術講演会及び公開シンポジウム
が開催されました。学術講演会では、志水宏吉大阪大学大
学院人間科学研究科教授が「力のある学校をつくる」と題
し講演を行い、シンポジウムでは、村上慎一愛知県立岡崎
高等学校教諭、作家である堀田あけみ椙山女学園大学准教
授、氏家達夫同研究科教授及び大谷　尚同研究科教授がパ
ネリストとして、教師、親、心理学及び教育学それぞれの
立場から現在の教育のあり方についてお話をしました。そ
の後、金井篤子同研究科教授の進行のもとに、子どもたち
を取り巻く諸問題とそれぞれに対する考え方などについ
て、活発な意見交換がなされ、一般の方々を含む600名余
りの参加者は、熱心に聞き入っていました。
　引き続き行った祝賀会では、同窓生らが教育学部の今後
の発展について抱負を語り合うなど、大変盛況でした。
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祖父江学部長（左）と山本総長顧問（右） 寄贈されたアルバム

学術講演会の様子
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愛知県立医学専門学校卒業アルバム寄贈における感謝状贈呈式を挙行
●医学部

教育学部創設60周年記念行事を開催
●教育学部



　大学院環境学研究科都市環境学専攻建築学コースは、４
月13日（月）から17日（金）までの５日間、環境総合館レク
チャーホールを主会場として、パリ・ヴァル・デュ・セー
ヌ建築大学と合同で建築・都市設計ワークショップを開催
しました。
　同ワークショップは、異なるバックグラウンドを持つ両
大学の大学院学生に対し、英語で対話し協働する機会を提
供するもので、「地下鉄茶屋ヶ坂駅を中心とする複合市街
地の再生」をテーマとし、同大から10名、本学から40名の
大学院学生が参加しました。

　参加者は、地下鉄茶屋ヶ坂駅周辺の市街地を安全・安心
で持続可能な複合市街地に再生するための建築・都市設計
の目標、方針、実現手段を提案するという課題に取り組み
ました。まず、建築学の計画系、環境設備系及び構造系の
講義を受講した後、両大学の参加者が混在した５つのグ
ループに分かれ、現地調査や言葉やスケッチを介した対話
を重ねました。最後には、A1版４枚の図面と模型を作成
し、建築・都市設計提案をまとめました。
　最終日には、建築学コースの教員や学生の他、名古屋市
役所や財団法人名古屋都市センターの職員、また他大学の

教員らが出席する中、各グループに
よる成果発表会が行われ、茶屋ヶ坂
公園と矢田川を結び市街地の骨格を
形成する緑地ネットワーク、店やレ
ストランが並ぶ活気のある街路な
ど、グループごとに個性ある様々な
アイデアが提案されました。その
後、活発な質疑応答と意見交換が行
われ、盛況のうちに閉会しました。

　大学院生命農学研究科は、４月17日（金）、附属フィール
ド科学教育研究センター東郷フィールド（旧附属農場）に
おいて、同センターの看板上掲式を挙行しました。
　同センターは、柔軟で有効に運営できる組織にするた
め、附属農場、附属演習林、附属山地畜産実験実習施設の
３つの附属施設を統合したもので、本学の教育・研究の充

実と高度化に貢献するために設置されたものです。
　はじめに、渡辺副総長からのあいさつがあり、続いて、
服部同研究科長、柳沼センター長から、同センターに対す
る期待の言葉が述べられた後、３人により同センターの看
板が上掲され、式典はつつがなく終了しました。
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グループ作業の様子 成果発表会の様子

看板上掲式の様子（左から、柳沼センター長、服部研究科長、渡辺副総長）
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パリ・ヴァル・デュ・セーヌ建築大学との合同建築・都市設計ワークショップを開催
●大学院環境学研究科

附属フィールド科学教育研究センターの看板上掲式を挙行
●大学院生命農学研究科



　博物館は、５月10日（日）、第97回特別講演会「南極にか
ける夢－極地フィールド調査　80日間の記録－」を開催し
ました。これは、明治９年５月10日、日本で最初の総合的
な地質図である「日本蝦夷地質要略之図」が作成されたの
を記念して平成19年に制定された「地質の日」にちなんだ
イベントで、当日は日曜の午後ということもあって、親子

連れ、中・高校生、大学生など50名を超える参加がありま
した。
　講演では、第50次日本南極地域観測隊員として、昨年11
月中旬から３ヶ月間南極で地質調査を行った束田和弘同館
助教が、実際に使用した防寒具や予備のフリーズドライ食
料を見せながら、風呂なしのテント生活をしながらスノー
モービルで地質調査を行ったこと、昭和基地や雪上車も使
えず７名の隊員の中には医者がいなかったことなどいろい
ろなエピソードを交えて、南極調査の魅力と難しさを分か
りやすく解説しました。
　参加者は南極調査の大変さを理解するとともに、束田助
教が撮影した数々の写真を見て、雪と氷の織りなす幻想的
な南極の世界に酔いしれていました。
　講演後には、「南極に石炭や石油は出るのか」、「南極も
温暖化して氷河が後退しているのか」、「自分も南極に行き
たいが、どうしたら南極調査隊員になれるのか」といった
質問が多くありました。質疑応答は30分ほど続き、大いに
盛り上がりました。

　博物館は、５月９日（土）、「中学生のためのネイチャー
ウォッチング」を実施しました。これは、地域連携プログ
ラムの一つとして、同館創設以来、毎年実施しているも
ので、今回は、中学生14名と本学教育学部附属高校生の
チューター及び教員らが参加し、知多半島礫ヶ浦の海岸の
生物を観察しました。

　参加者は、移動の車中で、知多半島の地質や潮間帯生物
の特性についての説明を受け、到着後、礫ヶ浦で海の生物
を探しました。次々と出てくる参加者からの質問に対し、
西川同館長は、実際にフジツボやアメフラシなどの生物を
手に取りながら丁寧に説明しました。
　その後、足立　守同館教授の指導で、化石を探しました。
石を割るコツを教えてもらった参加者は、一生懸命に化石
を探し、巻貝、二枚貝、ツノガイ、ウニ類の化石を見つけ
ることができました。博物館に戻った後、短時間でしたが
鑑定会を行い、お互いの成果を確認しました。
　当日は、天候に恵まれ、海岸生物と化石の観察を十分に
楽しむことができた参加者からは、「化石を掘ったり、磯
の生物を観察することは、めったにないいい体験だった」、
「先生が一緒だったので、よく理解できた」などの感想が
多く寄せられました。
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博物館が第97回特別講演会を開催
●博物館

中学生のためのネイチャーウォッチングを実施
●博物館



　本学の東山キャンパスの水源は上水道と井戸水を併用
し、平成19年度における比率は上水道40％、井戸水60％で
した。平成20年７月からは、井戸水を水道水基準値内に浄
化するシステムの設置と10年間の運転・保守管理を行う「地
下水浄化サービス事業」を実施し、現在では上水道10％、
井戸水90％となっています。
　この事業により上水道使用料が削減された結果、年間約
3,000万円の経費節減が見込まれています。本学では、こ
の経費を省エネルギー化を推進するための「省エネルギー
推進経費」に充てることとし、“省エネルギー設備を導入
したいが一度に導入経費が確保できない”研究室などに資
金を貸与する制度を設けました。
　同経費は、学内で公募を行い、施設計画・マネジメント
委員会の下に設置した省エネルギー推進経費選考委員会で
事業決定の上、活用しています。�

省エネルギー推進経費の使途及び効果
①�省エネルギー推進経費は、教育研究等に必要な既設設備
等を最新の省エネルギー機器等に更新することにより省
エネルギー化が期待できる事業を対象としており、新規
事業は対象としません。

②�省エネルギー推進経費で既設設備等を更新した場合は、
旧設備は廃棄手続きをしなければなりません。

③�省エネルギー推進経費の特徴は、エネルギーの削減予測
量、省エネの波及効果などによりランク付けが行われ、
このランクにより返済の一部免除というインセンティブ

が与えられます。さらに省エネが達成できれば光熱水量
の経費節減効果が得られます。

省エネルギー推進経費具体例
・�ポンプのインバータ制御化
・�空調機（外調機）のインバータ制御化
・�外気冷房システム・ナイトバージの採用
・�機器の台数制御
・�省エネ型蛍光灯安定器の採用
・�高輝度型誘導灯の採用
・��白熱灯、水銀灯へのHID（高輝度放電灯）・無電極ランプ・
LEDランプの採用

・�照明器具に人感・昼光センサーの採用
・�水道水栓に節水コマの採用又は自動水洗化
・�トイレに擬音装置の採用
・�クリーンルームの省エネ化
・�ドラフトチャンバーの更新又はインバータ制御化
・�フリーザー等の更新
・�二重サッシ・ペアガラス・Low-E ガラス等への更新
・�窓ガラスに遮熱・断熱フィルムを貼付
・�屋根・屋上の遮熱防水、遮熱塗装
・�断熱材の塗布

　今後は、対象部局からの返済金額分を３～５年で回収
し、回収した財源を更なる省エネルギー対策へ投資するこ
とにより、積極的に経費の節減を図り、エネルギーマネジ

メントをコストマネジメントに
つなげていきます。
　詳しくは、ホームページ（http:�
//web-honbu.j imu.nagoya-u.
ac.jp/fmd/5skannrika/energy/
SyoueneTor i kum i /ESCO/
H20ESCO.html）でご覧いただ
けます。

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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記事 月日 新聞等名

1 博物館特別展「大陸アフリカ－名大の研究軌跡－」 ７月25日まで開催 � 4.15（水） 朝日（夕刊）

2 中日文化センター：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」 � 4.15（水） 中日（夕刊）

3 愛知県図書館企画展示関連講演会 18日開催：福井康雄理学研究科教授「宇宙100の謎」 � 4.16（木） 中日（朝刊）

4 シンポジウム「ICT を活用した健康長寿」 19日開催 � 4.16（木） 中日（朝刊）

5 島田康弘本学名誉教授が理事長をつとめる医療の安全に関する研究会は市民から募集した「医療安全川柳」の過去
５年間の優秀作を冊子「医療の安全川柳」としてまとめる

� 4.16（木） 中日（朝刊）

6 訃報：高木 徹元本学助教授 � 4.16（木）
� 4.17（金）

中日（朝刊）
朝日（朝刊）

7 松尾清一医学部附属病院長は厚生労働省研修医の定員枠設置に関して「厚生労働省案では地域の医療体制が崩れる」
と話す

� 4.16（木）
� 4.17（金）

朝日（夕刊）
中日（朝刊）
朝日（朝刊）

8 研究室探訪（2）：森 健策情報科学研究科准教授「気管支のバーチャル内視鏡を開発」 � 4.17（金） 読売

9 朝日カルチャーセンター：伊藤大輔文学研究科准教授「日本美術の諸相（2）～ことばから考える日本美の形」、
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像的宇宙観」

� 4.17（金） 朝日（朝刊）

10 博物館「海岸の生物観察会」 ５月９日開催 � 4.17（金） 毎日（朝刊）

11 栄中日文化センター：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」 � 4.17（金） 中日（夕刊）

12 NPO「まごころ愛知」講演会 19日開催：太田龍朗本学名誉教授「うつ病からのサイン 早期発見のために」  � 4.17（金） 中日（夕刊）

13 本学は宇宙航空研究開発機構や（株）PD エアロスペース等が参加する有人宇宙機開発に参加 � 4.20（月） 日刊工業

14 名大サロン 20日開催：福和伸夫環境学研究科教授「巨大地震を前に足元を点検し減災行動の大事さに気づく」 � 4.18（土）
� 5.12（火）

中日（朝刊）
中日（朝刊）

15 福和伸夫環境学研究科教授ら 江戸時代からの地震被害を記録した文献の情報を時間軸で整理したハザードマップ
「納得できる地震ハザード・マップ」を作成中

� 4.22（水） 読売

16 安田孝美情報科学研究科教授が本年度 FM�AICHI 番組審議会委員に再任 � 4.22（水） 中日（夕刊）

17 法科大学院は2010、11年にかけ定数削減を予定 本学は12.5～20％の削減へ � 4.23（木） 読売

18 数理ウェーブ 25日開催：安本雅洋情報科学研究科教授「有限ゲームの必勝法」 � 4.23（木） 中日（朝刊）

19 本学工学研究科附属複合材工学研究センターの世界初となる電子顕微鏡「反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡シス
テム」設置計画が紹介される

� 4.24（金） 日刊工業

20 愛知県が環境リーダー養成塾を開講 本学等から講師招く � 4.24（金） 日経（朝刊）

21 サイエンス：東山哲也理学研究科教授が受粉の仕組みを解明した成果を紹介 � 4.26（日） 日経（朝刊）

22 小野耕二法学研究科教授は名古屋市長選について「既得権益に切り込んでくれるという有権者の期待感が、河村さ
んを当選させた」と話す

� 4.27（月） 中日（朝刊）

23 後 房雄法学研究科教授は名古屋市長選について「彼（河村候補）の剛腕に期待する」と話す � 4.27（月） 毎日（朝刊）

24 藤原賞50回記念講演会 束村博子生命農学研究科准教授が討論会に参加「人の能力は性別ではなく個人によって異
なる」と語る

� 4.26（日）
� 5.� 3（日）

読売
読売

25 国体愛知陸上選考：牧 祐輝さん本学学生 （400メートル１位） � 4.27（月） 中日（朝刊）

26 本学は本年度よりトヨタ自動車（株）など12社と連携して「グローバル人材育成プログラム」を始める 第一線のビ
ジネスマンが講義を行い、国際的に活躍できる人材を育てる狙い

� 4.28（火） 中日（夕刊）

27 富田 靖医学研究科教授は帯状疱疹の診断や治療法について語る � 4.28（火） 読売

28 鈴木まり子さん本学大学院生は日本大学生訪韓研修団として訪韓 歴史や社会、文化を学ぶ � 4.28（火） 中日（朝刊）

29 本学ギターマンドリンクラブ演奏会 ４日開催：ナディアパーク � 4.28（火） 中日（朝刊）

30 東海学生王座出場校決定戦：本学は男子の部で５位（アーチェリー） � 4.28（火） 読売

31 杉谷健一郎環境学研究科教授はオーストリアにて約30億年前（生命誕生期）の微生物の化石を発見 � 4.28（火） 中日（夕刊）

32 新型インフルエンザ対策 メキシコ等から帰国した教員や学生に対し自宅待機を実施 � 4.29（水）

� 4.30（木）

中日（朝刊）
朝日（朝刊）
読売（朝刊）

33 愛知学生選手権大会：本学２－０愛知工業大学（サッカー） � 4.30（木） 読売

34 春の叙勲：瑞宝中綬章に本学から川本 万本学名誉教授、杉本悦郎本学名誉教授、平出慶道本学名誉教授、藤本哲夫
本学名誉教授、小川克郎本学名誉教授の５氏が選出される

� 4.29（水） 日経（朝刊）

35 パンデミックに挑む：永井美之本学名誉教授・理化学研究所感染症研究ネットワーク支援センター長が新型インフ
ルエンザの感染拡大について語る

� 4.29（水） 毎日（朝刊）

36 西山幸廣医学系研究科教授 新型インフルエンザ対応について 「今回の問題はどれくらいの死亡率になるかがポイ
ント」と語る

� 5.� 1（金） 読売
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記事 月日 新聞等名

37 小学校で始まる防災教育について、2008年に木村玲欧環境学研究科助教考案のプログラムを試験実施した安城市志
貴小学校が内閣府が支援する「防災教育チャレンジプラン」優秀賞を受賞

� 5.� 1（金） 中日（朝刊）

38 アイシン精機（株）社外監査役に６月19日付で小林 量法学研究科教授が就任 � 5.� 1（金） 日刊工業

39 濵口道成総長は「この地域の特性を生かした国際化戦略を練っていくことが生き残る道」とこれからの方針につい
て語る

� 5.� 6（水） 中日（朝刊）

40 本学において（社）中部航空宇宙技術センターが（株）三菱重工と連携した人材育成事業を開始 学内に専用スペース
を設置し本学教授や企業 OB などが講師となって学生、社会人を対象に行う予定

� 5.� 6（水） 日刊工業

41 科学技術振興機構と国際協力機構が公募する国際共同研究に本学の「開発途上国のニーズを踏まえた防災科学技術」
が採択される

� 5.� 6（水） 日刊工業

42 福井康雄理学研究科附属南半球宇宙観測研究センター長による市民講座が受講者等の要望で再開へ ９日より２ヶ
月に一度開催 

� 5.� 6（水） 中日（朝刊）

43 核心討論：本 秀紀法学研究科教授 平和維持や国際貢献について語る � 5.� 3（日） 中日（朝刊）

44 博物館特別講演会 10日開催：束田和弘博物館助教 「南極にかける夢－極地フィールド調査80日間の記録」 � 5.� 4（月）
� 5.� 8（金）

中日（夕刊）
毎日（朝刊）

45 愛知学生選手権 本学は準々決勝で中京大学に破れる（サッカー） � 5.� 3（日） 読売

46 肝臓ガンの手術でラジオ波治療の件数が増加 本学では肝臓ガン手術44件すべてがラジオ波治療と回答 � 5.� 3（日） 読売

47 門脇辰彦生命農学研究科准教授 ミツバチ不足の原因究明のため疫学調査を実施したところ、ミツバチが複数のウ
イルスに感染していることを確認 

� 5.� 9（土） 中日（朝刊）

48 後 房雄法学研究科教授が河村たかし名古屋市長のブレーンに就任 今後名古屋市の経営会議等に出席する予定 � 5.� 9（土）

� 5.10（日）

朝日（朝刊）
日経（朝刊）
毎日（朝刊）
中日（朝刊）
読売

49 古橋 武工学研究科教授は刈谷市にある世界最大級の無線送信施設 依佐美送信所の送信装置が「未来技術遺産」に
認定されたことに関して、「貴重な財産をいかに守り、いかに伝えていくかが今後の課題」と語る

� 5.10（日） 毎日（朝刊）

50 本学教育学部附属高校の生徒が学部のゼミを受講するなど大学を体験する取り組みを開始 植田健男教育発達科学
研究科教授は「入学後にうまく大学の勉強に入ってこられない新入生が増えているという危機感がある」と指摘し

「地域の高校教育をより健全なものに変えていける可能性がある」と語る

� 5.11（月） 中日（朝刊）

51 上田哲彦工学研究科教授インタビュー 工学研究科附属複合材工学研究センターの設立と主な研究対象である炭素
繊維強化プラスチックについて語る

� 5.12（火） 日刊工業

52 訃報：本山政雄本学名誉教授 名古屋市長を３期12年務める � 5.11（月）

� 5.12（火）

中日（夕刊）
日経（夕刊）
毎日（夕刊）
朝日（夕刊）
毎日（朝刊）
中日（朝刊）
読売日刊工業

53 本学は中部経済産業局のナノテクノロジー研究拠点新組織「ナノテクプラットホーム」と連携 � 5.13（水） 日刊工業

54 第47回心身障害者問題を考える集い 30日開催：蔭山英順本学名誉教授「生きにくさをもった人たちの社会的自立
を考える」と題し講演

� 5.12（火） 朝日（夕刊）

55 愛知県一般男子２部前期ソフトボール：本学４－３南山大 � 5.13（水） 中日（朝刊）

56 教育学部60周年シンポジウム 16日開催：「学校・子ども・家庭～今、求められる教育のあり方～」 � 5.14（木） 中日（朝刊）

57 ふれあい看護フォーラム 12日開催：松尾清一医学部附属病院長が講演 � 5.14（木） 中日（朝刊）

58 河村たかし名古屋市長のアドバイザー11人に 後 房雄法学研究科教授は市政全般についてアドバイスする � 5.15（金） 朝日（朝刊）

59 徳山ダム導水路計画から名古屋市が撤退することに関し、木曽川水系流域委員会委員長の辻本哲郎工学研究科教授
は「命の根源である水の問題を十分な科学的な知見を共有しないまま判断するのは疑問」と語る

� 5.15（金） 中日（朝刊）
日経（朝刊）
中日（朝刊）

60 先端医療ヘルスケアセミナー第２回「もっと見えたい、聞こえたい」 23日開催：三宅養三本学名誉教授「眼病の診
断、治療、研究の発展」について講演

� 5.15（金） 中日（朝刊）

61 附属図書館特別展示講演会 16日開催：元国立歴史民族博物館館長宮地正人氏は「旗本社会から江戸時代を考える」
について講演

� 5.15（金） 毎日（朝刊）
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■全学企画
テ ー マ：「だいじょうぶか！　安全・安心で持続可能な社会をめざして」
内　　容：�皆さんに、「私たちの将来はだいじようぶか ?」と尋ねたら、どう答えるでしょうか。
　　　　　�内閣府が実施した世論調査（2008年６月）によりますと、日頃の生活の中で，悩みや不

安を感じていると答えた人の割合は、70.8% にも達しています。とくに、40代、50代で
の不安が高いことがわかります。20年ほど前の1991年には、この値は50% 以下でした。
近年、国民の間で、不安が高まっているといえます。

　　　　　�たしかに、将来を心配させるような事件が続出しています。たとえば、農薬に汚染され
た輸入食材の問題、耐震偽装のような住への不安、サブプライム危機から始まる世界同
時不況での職への不安、年金問題、新型インフルエンザの発生の可能性など、いくらで
もあります。

　　　　　�しかし、不安だ、心配だといっているだけでは、事態は好転しません。大恐慌に直面し、人々の不安が高まっていると
き、アメリカの大統領フランクリン・ルーズベルトは、就任演説で「恐れるべきは恐れそのもの（Only�thing�we�have�
to�fear�is�fear�itself）」と国民に訴えました。

　　　　　�不安の原因を明らかにして、それへの最も有効で効率的な対応方法を考えていかなければなりません。よくよく知れば、
「幽霊の正体たり枯尾花」ということだってあるかもしれません。

　　　　　�そこで、本年は、私たちが「だいじようぶか」と思っているような様々な問題を選んで、名古屋大学の研究者が、問題
の正体を明らかにし、その問題解決のための学問的な取り組みについて、わかりやすく講義します。言い換えると、安
全・安心で持続可能な社会を実現するために、名古屋大学で取り組んでいる様々な分野の研究成果の紹介を目指します。

　　　　　�これまでの科学の発達は、未知の病に対する特効薬の開発のように、私たちの不安の解消に成功してきました。大学で
行われている研究は、将来への不安という暗聞を照らす灯りの役割をします。もちろん、残念ながら、多くの問題につ
いて即効薬が用意できているわけではありません。その場合でも、問題の所在を明らかにするだけでも、不安感はかな
りおさまるはずです。そして、どうして解決していったらよいのかを考えることもできます。

開催日時：平成21年８月18日（火）～10月15日（木）の火・木曜日（祝日除く）
　　　　　午後６時～午後７時30分
会　　場：経済学部第２講義室
募集定員：200名
受 講 料：9,200円
申込期間：平成21年６月８日（月）～７月17日（金）
ホームページ：http://www.nagoya-u.ac.jp/international/lecture/open-lecture/
申し込み・問い合せ先：研究協力部社会連携課　TEL：052-788-6144

日程 テーマ 担当講師
8/18 世界の中の日本語 文学研究科 町田　健教授

8/20 だいじょうぶか！�　公教育�－人間発達と社会の持続的発展の視点から－ 教育発達科学研究科 中嶋哲彦教授

8/25 テラヘルツイメージングによる非破壊検査技術 エコトピア科学研究所 川瀬晃道教授

8/27 電気で安心 !?�自動車の未来 工学研究科 道木慎二准教授

9/1 東海地域を脅かす巨大地震災害のすがたと減災の備え 災害対策室 飛田　潤准教授

9/3 情報セキュリティの現状と対策 情報連携統括本部情報戦略室 竹内義則准教授

9/8 メディアの報道は信じられるか 国際言語文化研究科 春名幹男教授

9/10 食にまつわる心配事：安全と安定供給 生命農学研究科 松田　幹教授

9/24 持続可能なグローバル社会に向けて 法学研究科 三浦　聡教授

9/29 持続可能な年金保険を考える―法律学の視点から 法学研究科 中野妙子准教授

10/1 日本経済のこの一年間と今後の見通し 経済学研究科 塚田弘志教授

10/6 こころの健康を維持する 発達心理精神科学教育研究センター 本城秀次教授

10/8 医療事故対応と医療安全管理 医学部附属病院 上田裕一教授

10/13 ウイルス感染症と現代社会 医学系研究科 西山幸廣教授

10/15 豊かに年をとっていくための知識：医療、栄養、運動 総合保健体育科学センター 小池晃彦准教授

平成21年度名古屋大学公開講座
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平成21年度 

名古屋大学公開講座

8 18 10 15
2009年

～火
開講時間 : 午後6時00分～午後7時30分

開講場所 :名古屋大学経済学部第２講義室
募集定員 ： 200名（先着順）　
応募資格 ： 満18才以上の方
受 講 料 ： 9,200円 ※納付した受講料は原則として返金しません。
申込期間 ： 平成21年6月8日（月）～７月17日（金）

●名古屋大学公開講座についてのお問い合せは　 

名古屋大学 研究協力部社会連携課「公開講座」係　
〒464-8601 名古屋市千種区不老町赤﨑記念研究館2階　TEL（052）788-6144

主催：名古屋大学
後援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会

〈火・木曜日の全15回〉　

安全・安心で持続可能な社会をめざして

木

INFORMATION



■ラジオ公開講座
テ ー マ：「だいじょうぶか！　安全・安心で持続可能な社会をめざして」
放送日時：平成21年７月５日（日）～９月６日（日）の毎週日曜日
　　　　　午前６時30分～７時
放 送 局：東海ラジオ放送（1332KHz）
問い合せ先：研究協力部社会連携課　TEL：052-788-6144

日程 テーマ 担当講師
7/5 世界の中の日本語 文学研究科 町田　健教授

7/12 だいじょうぶか！　公教育�－人間発達と社会の持続的発展の視点から－ 教育発達科学研究科 中嶋哲彦教授

7/19 メディアの報道は信じられるか 国際言語文化研究科 春名幹男教授

7/26 食にまつわる心配事：安全と安定供給 生命農学研究科 松田　幹教授

8/2 日本経済のこの一年間と今後の見通し 経済学研究科 塚田弘志教授

8/9 こころの健康を維持する 発達心理精神科学教育研究センター 本城秀次教授

8/16 医療事故対応と医療安全管理 医学部附属病院 上田裕一教授

8/23 豊かに年をとっていくための知識：医療、栄養、運動 総合保健体育科学センター 小池晃彦准教授

8/30 東海地域を脅かす巨大地震災害のすがたと減災の備え 災害対策室 飛田　潤准教授

9/6 電気で安心 !?　自動車の未来 工学研究科 道木慎二准教授

■部局企画
日程 講座名等 会場 定員 受講料 問い合せ先

7/31～8/3
9：00～17：00

コーパスを利用した言語研究のための�
テキスト処理入門

国際開発研究科
サテライトラボ

約18名 9,200円
文系総務課（国際開発研究科）
052-789-4952

8/5～7
10：30～16：40

数学アゴラ（夏季集中コース） 理学部1号館509号室 約100名 無料
多元数理科学研究科�数学アゴラ係
052-789-5742

8/8（予定）
13：30～15：30

第５回名大病院市民公開講座 中区役所ホール 500名 無料
医学部附属病院�
臨床研究推進センター（加藤）
052-744-1958

８月頃、１月頃に各１回
13：30～15：30

市民公開講座�
「電気でファッショナブルライフ、�
あなたも今日からエコロジスト！」

未定 100名 無料
小島寛樹エコトピア科学研究所助教
h-kojima@esi.nagoya-u.ac.jp

8/1～2
10：00～16：00

公開実験講座2009　バイオサイエンス・�
バイオテクノロジーを体験する

生物機能開発研究�
センター

15名 2,500円
生物機能開発利用研究センター
052-789-5194

8/3
10：00～16：00

第１回高大連携・ものづくり公開講座
・機械工作コース�
　「夢工作・スターリングエンジン」�
・電子回路工作コース
　「電子楽器・テルミン」

創造工学センター�
（IB電子情報館北棟10階）

各コース
10名

700円

創造工学センター�
「ものづくり公開講座」係
052-789-3788/4553
mono@cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp

8/22～24
10：00～18：00

公開セミナー「天文学の最前線」
シンポジオンホール、�
野依記念学術交流館、�
名古屋市科学館

300名
学生は500円、
それ以外の方

は1000円

理学研究科�
Ae 研「公開セミナー」係�（早川）
052-789-2843

9/5～�2010/2/10の土曜日、�
全10回
10：00～12：00

オープンカレッジ�
「自由奔放！サイエンス」

経済学部�
カンファレンスホール

未定 無料
経済学研究科�
エクステンション・サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

9月～10月の土曜日、�
全４回
14：00～16：00

柔道寝技教室 第4体育館（柔道場） 20名 無料
瓜谷�章工学研究科教授
052-789-3797

10/6～12/1の毎週火曜日
18：30～20：00

グローバリゼーションと開発
国際開発研究科８階�
多目的オーディトリアム

最大約50名

教材作成費
1,000円、�
教科書代�
3,700円

伊東早苗国際開発研究科准教授
ito@gsid.nagoya-u.ac.jp

10/21～11/25の毎週水曜日
10：30～12：00

おもしろ博物学 博物館講義室 60名 無料
博物館事務室（川瀬）
052-789-5767

� ※各公開講座については、http://www.nagoya-u.ac.jp/international/lecture/open-lecture/ に最新情報を掲載しています。
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　博物館では、３月24日（火）から７月25日（土）まで（日・
月曜日休館）、第12回特別展「大陸アフリカ－名大の研究
軌跡－」を開催しています。
　本学が約半世紀にわたって行ってきたアフリカ研究の成
果の紹介と研究資料の展示を行っており、アフリカ研究の
歴史のほかに、「地質と資源」、「民族と文化」、「環境と農
業」のそれぞれについて紹介しています。
　「地質と資源」のコーナーでは、日本では見ることので
きない数十億年前の岩石やダイヤモンドの原石、サハラ砂
漠の砂などが展示されています。また、そのほかに約180
万年前の原人骨格標本なども展示しています。
　「民族と文化」のコーナーでは、多民族からなるアフリ
カ特有の生活様式や文化について、特に中央・西アフリカ
の熱帯雨林地域における民族の仮面や衣装、結社と呼ばれ
る政治組織などについて紹介しています。
　「環境と農業」のコーナーでは、本学が取り組んでいる
アフリカの稲作振興の一環として現地で開発された陸稲で
あるネリカ米や極度の土壌侵食（ガリー侵食）などについ
ての調査の背景と現状を紹介しています。

　また開催期間中、アフリカ研究に関する特別講演や博物
館コンサートとしてアフリカ民族音楽のコンサートなども
行っています。
　ご興味のある方は是非一度ご来館ください。

開催期間：３月24日（火）～７月25日（土）
　　　　　日・月曜日を除く
開館時間：10時～16時まで
入 場 料：無料
問い合わせ先：博物館事務室
　　　　　　　Tel�052-789-5767
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特別展の展示を見る来館者

来場者の様子

博物館からのお知らせ

第12回博物館特別展「大陸アフリカ」を開催中



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
参 加 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第12回博物館特別展
「大陸アフリカ－名大研究の軌跡－」

６月17日（水）
場　　所：中央図書館５階多目的室
時　　間：18：00～19：30
参 加 費：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16回ふみよむゆふべ
講演題目：「舞台の上で〈ふみ〉を〈よむ〉－シェイクスピア劇の場合－」
講 演 者：滝川　睦（文学研究科教授）

６月19日（金）
場　　所：全学教育棟４階多目的講義室
　　　　　（406）
時　　間：18：00～20：00

［問い合わせ先］
メディアプロフェッショナルコース事務�
052-789-4187

緊急シンポジウム
「月刊現代はなぜ死んだのか

 －ジャーナリズムの未来を問う－」

６月20日（土）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：30～15：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第101回博物館特別講演会
講演題目：「人類起源論の現状」
講 演 者：渡邊　毅（椙山女学園大学教授）

６月25日（木）
場　　所：国際開発研究科８階
　　　　　オーディトリアム
時　　間：13：30～
※要事前申込

［問い合わせ先］
研究協力部社会連携課　052-788-6145

英国における産学連携セミナー

６月29（月）
場　　所：文系総合館７階オープンホール
時　　間：18：30～

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
夏目達也教授　052-789-5696

高等教育研究センター
第80回招へいセミナー
講演題目：「戦略経営の確立、その推進を担う新たな職員の役割と育成」
講 演 者：篠田道夫（日本福祉大学理事）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

６月30（火）
場　　所：文系総合館７階オープンホール
時　　間：16：00～

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
夏目達也教授　052-789-5696

高等教育研究センター第47回客員教授セミナー
講演題目：「研究大学における高大接続の組織化」
講 演 者：荒井克弘（大学入試センター試験研究副統括官）

７月１日（水）
場　　所：IB 電子情報館大講義室
時　　間：14：00～17：00

［問い合わせ先］
工学部教務課学生支援掛　052-789-3599

平成21年度工学部懇話会

７月３日（金）
場　　所：博物館講義室
時　　間：13：30～15：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第102回博物館特別講演会
講演題目：「アフリカの農業生産と農民の生活向上に向けた名古屋大学の活動」
講 演 者：浅沼修一（農学国際教育協力研究センター教授）

７月３日（金）～８月28日（金）の毎週金曜日
場　　所：インキュベーション施設
　　　　　プレゼンテーション室

［問い合わせ先］
生命農学研究科
福島和彦教授　052-789-4159
農学国際教育協力研究センター
松本哲男教授　052-789-4240
NPO 法人東海地域生物系先端技術研究会
松井正春アドバイザー　052-789-4586

経済産業省産学人材育成パートナーシップ事業

「農産学連携による東海の農と食を担う生産・流通組織及び
中小食品企業の中核人材の育成」研修コース
内　　容：�新規ビジネス創出のためのビジネスモデル構築、トレーサビリティー、�

サプライチェーン強化による品質管理、資源循環、リーダー資質養成など
についての講義、演習及び実習

７月14日（火）
場　　所：環境総合館１階
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参 加 料：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第51回防災アカデミー
講演題目：「検証2008年８月末豪雨災害～突発的水害をどう知り、どう伝えたか～」
講 演 者：須見徹太郎（東京大学大学院情報学環特任教授）

７月18日（土）
場　　所：豊田講堂
時　　間：14：00～15：20（記念式典）
　　　　　15：30～17：00（記念講演会）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
文系総務課総務グループ
法学研究科　052-789-4901

法学部創立60周年
記念式典・記念講演会
講演題目：「裁判員制度はじまる－期待と展望－」
講 演 者：宮川光治氏（最高裁判所判事）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

７月18日（土）
場　　所：遺伝子実験施設
時　　間：13：00～16：00
※要事前申込

［問い合わせ先］
遺伝子実験施設　052-789-4527

第８回遺伝子実験施設　Jr. サイエンス教室　2009
内　　容：１．「遺伝子」と「DNA」についての簡単な説明。
　　　　　２．細胞と染色体を見てみよう。
　　　　　３．細胞から「DNA」をとりだしてみよう。

【訂正とお詫び】
名大トピックス192号（2009年５月発行）で以下の誤りがありましたので、深くお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

12ページ・下「平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰者が決まる」
〔追加〕若手科学者賞

受賞者：忍久保　洋　工学研究科教授
業績名：遷移金属触媒反応を用いるポルフィリン合成法に関する研究

30ページ・資料　役員等
〔追加〕参与　伊藤　勝基（学外）非常勤
〔追加〕参与　出村　祥雄（学外）非常勤

なお、５月１日付けで、片岡大造氏（学外　非常勤）が参与に就任しましたので、ここに併せてお知らせいたします。

31ページ・資料　総長補佐
〔誤〕人権担当　村瀬　聡美
〔正〕　 〃 　　池田　素子

なお、５月１日付けで、遠藤斗志也理学研究科教授が国際化拠点整備担当に就任しましたので、ここに併せてお知らせいたします。

31ページ・資料　部局長等
〔誤〕総務部人事労務課長　皆川　勉
〔正〕　　　　〃　　　　　宮川　勉

39ページ・２段目「第１回地球教室」
〔誤〕場所：蒲郡市生命の海科学館
〔正〕場所：博物館及び岐阜県美濃加茂市周辺
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学生で賑わう全学教育棟前
の通りから附属図書館を臨む

（平成21年５月11日）

〔誤〕

文学部・文学研究科 文学研究科長・文学部長 和田　壽弘

教育学部・教育発達
科学研究科

附属日本近現代文化研究センター長 坪井　秀人

教育発達科学研究科長・教育学部長 速水　敏彦

附属中学校長 植田　健男

法学部・法学研究科 附属高等学校長 植田　健男

法学研究科長・法学部長 杉浦　一孝

経済学部・経済学 
研究科

附属法情報研究センター長 松浦　好治

経済学研究科長・経済学部長 金井　雄一

附属国際経済政策研究センター長 野口　晃弘

〔正〕

文学部・文学研究科 文学研究科長・文学部長 和田　壽弘

附属日本近現代文化研究センター長 坪井　秀人

教育学部・教育発達
科学研究科

教育発達科学研究科長・教育学部長 速水　敏彦

附属中学校長 植田　健男

附属高等学校長 植田　健男

法学部・法学研究科 法学研究科長・法学部長 杉浦　一孝

附属法情報研究センター長 松浦　好治

経済学部・経済学 
研究科

経済学研究科長・経済学部長 金井　雄一

附属国際経済政策研究センター長 野口　晃弘

イベントカレンダー



　近年、日本でも専門職としての経営学修士号（MBA）
が注目されています。もともと欧米には数々の MBA プロ
グラムがありますが、特に1908（明治41）年に設立されたア
メリカのハーバード・ビジネスカレッジは、ビジネス界の
著名人を多数輩出していることで有名です。現在では、慶
應義塾大学などがハーバード式 MBA プログラムを導入し
ていますが、実はこのハーバードの実証的調査研究方法を
日本で最初に導入した学校は、名古屋大学経済学部の前身
である名古屋高等商業学校でした。
　1926（昭和元）年、名高商教授で欧米滞在中だった赤松　要
は、渡辺龍聖校長よりハーバード視察を依頼されます。そ
こでの実証的調査研究や「ケース・メソッド」と呼ばれる
教育法を見学し、赤松は帰国後ハーバードを範とした「産
業調査室」を名高商に設立させました。
　産業調査室の仕事は大きく３つに分かれました。第一に
企業や官庁、経済団体などの刊行物や統計資料の収集。第
二に新聞記事の収集。そして第三に、実際の事例と学問を

結びつける統計的・実証的研究が行われ、多数の報告書が
各スタッフにより作成されました。産業調査室の特色はこ
の第三の点にありました。赤松はこう言います。
　�「いまわれわれの立ち入ろうとする経験科学としての経
済学は先験的な概念から発足すべきではなくして、経験
に与えられた直観的事象から始発さるべきではないか。
この経験における直観的事象を把握し、そこから科学的
な概念の構成に進む路こそまさにこの調査研究所ではな
いか。」（赤松要『學問遍路』、1975、34頁）

つまり、既成学問知識の詰め込みではなく、現実の事象か
ら学問を練り上げることを重視し、産業調査室はそのため
の施設としたのです。赤松の有名な「雁行形態論」も、産
業調査室での研究調査の成果からなるものです。
　現在の大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター
は産業調査室の流れを継承している施設で、今でも広範な
資料収集や経済分析を通じた学問研究が行われています。

１ ２ ４

３

１　�名古屋高等商業学校1934年度卒業アルバム（大学文書資料室
所蔵）の産業調査室紹介ページ。

２　�1926年度卒業アルバム（大学文書資料室所蔵）に紹介された、
産業調査室の活動に関する新聞記事。

３　�赤松　要（1896－1974：写真は1926年ごろのもの）。名高商で
は1921年から1939年まで教鞭を持つ。広域経済論や経済政策
の分野では日本での草分け的存在とされ、赤松の提唱した雁
行形態論は世界的にも知られている。

４　�経済学部附属国際経済政策研究センター資料室に保管されて
いる産業調査室の当時の調査報告。

86 赤松　要と産業調査室―日本における実証的商業経済研究の先駆け

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。

名古屋大学基金
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