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　名古屋大学学内学童保育所「ポピン
ズアフタースクール」開所式が、９月
１日（火）、同所において挙行されまし
た。
　開所式では、濵口総長によるあいさ
つ及び藤井理事による概要説明があっ
た後、森　栄子株式会社ポピンズコー
ポレーション取締役副社長、保護者代
表、総長、藤井理事、男女共同参画関
係教員らによるテープカットが執り行
われました。また、開所式に先立ち、
関係教職員による施設見学が行われま
した。
　大学の教職員及び学生の子どもたち
を対象とした常時保育を行う大学内学
童保育所の設置は、全国初の試みであ
り、すでに７月21日の夏休み開始と同
時に開所されていましたが、開所式

は、外構工事の関係で９月の挙行とな
りました。本学では、すでに平成18年
４月に、こすもす保育園を開園してい
ますが、入園希望者の増加に対応する
ために保育園の増築を行い、その増築
部分の２階（121m2）に学童保育所を
設置しました。
　離職の第２のピークと言われる「小
１の壁」の解決のために、地域の学童
保育やトワイライトスクールに次ぐ第
３の選択肢として、全学年対応、21時
までの延長保育、スポット利用可能、
食事提供、近隣小学校への車でのお迎
えなど、これまでにない柔軟で安心な
預かり体制を特徴としています。
　また、大学が保有する人的、知的、
物的財産を最大限活用して子どもたち
の知的好奇心を刺激する様々なプログ

ラム開発を行うことが可能であり、実
際に、この夏休みに行われたプログラ
ムでは、太陽地球環境研究所教員によ
る星見会、留学生講師による英語、韓
国語、中国語のレッスン、総合保健体
育科学センター教員の指導によるテニ
ス教室等が行われました。さらに、９
月にも「ふれあいサイエンス～わくわ
く実験タイム～」と題した様々な実験
を体験するプログラム、地元のケーキ
屋のパティシエにお願いして実際に
ケーキを作るプログラムを行いまし
た。
　今後も、運営を委託する株式会社ポ
ピンズコーポレーションとの産学連携
により新しい学童保育のモデル構築を
目指していきます。
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　名古屋大学記念シンポジウム、日本法教育研究センター
３周年記念行事及びフィールドリサーチセンター開所式
等が、９月３日（木）から５日（土）の間、モンゴル ウラン
バートル市のモンゴル日本センター等において開催されま
した。
　３日午前は、濵口総長をはじめ、渡辺副総長、佐分理事
ら本学関係者及び芝田政之文部科学省大臣官房国際課長、
赤根智子法務省法務総合研究所国際協力部長、ダワー・モ
ンゴル国立大学学長、クランダー教育科学副大臣、城所
卓雄在モンゴル日本国特命全権大使、石田幸男 JICA モン
ゴル事務所長が臨席し、大学院法学、医学、環境学の各研
究科及び博物館の共催による名古屋大学記念シンポジウム

「モンゴルにおける研究・教育」が開催されました。
　本学とモンゴルとの交流の歴史は、1990年、本学理学部
がモンゴルにおいて気象観測を開始したことに始まり、そ
の後、法学、理学、医学を中心に交流の幅を広げ、これま
でに全学間、部局間あわせて７つの研究機関と学術交流協
定を締結しました。同シンポジウムは、本学の20年におよ

ぶモンゴル研究・教育活動の軌跡を紹介し、さらなる展開
についてモンゴルの学術交流協定機関と協議することを目
的として行われました。
　午後からは、名古屋大学日本法教育研究センター３周年
記念シンポジウム「日本・モンゴルの法曹養成・法学教育
の比較」が開催されました。同センターは、「日本語によ
る日本法教育」を実現するため、アジアの体制移行国の現
地大学と協力して日本語・日本法の教育を行うためのもの
で、現在、４カ国に設置されています。2006年９月、モン
ゴル国立大学法学部に開設した同センターでは、今年度、
初めて卒業生を輩出する予定です。総長は、同シンポジウ
ムの中で、同センターで学ぶモンゴルの学生に対し、努力
と将来の希望をしっかり持った活動を心から期待してい
る、と激励しました。
　引き続き、市内ホテルにおいて、名古屋大学全学同窓会
モンゴル支部の設立総会が開催されました。本学同窓会の
海外支部で８番目にあたる同支部の設立総会では、総長か
ら、大学院医学系研究科ヤング・リーダーズ・プログラ
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モンゴルで名古屋大学記念シンポジウム、日本法教育研究センター 
３周年記念行事及びフィールドリサーチセンター開所式等を挙行



ム（YLP）の修了生で、元モンゴル保健省事務次官である
アルタンツーヤ モンゴル支部長に、支部旗と支部認定証が
渡されました。総会で、総長は、モンゴル支部に、卒業生
の精神的な支えになっていただきたい、との期待を述べ、
今後は大学と同窓会がさらに一体感を持って活動して行く
よう最善の努力を尽くしていく、と決意を示しました。
　夕刻からは、モンゴルの学術交流協定機関の各代表者及
びランバー保健大臣など各省庁の関係者が臨席し、一連の
行事を記念して本学主催のレセプションパーティーが開催
されました。同パーティーには、日本とモンゴルの両国で
歌手として活躍する大学院環境学研究科の同窓生である
オユンナさんも出席し、盛況を呈しました。
　翌４日には、モンゴル国立科学技術大学において、本
学と同大との全学間学術交流協定調印式及び名古屋大学
フィールドリサーチセンター開所式を挙行しました。同大
とは、これまでにも、本学博物館及び大学院環境学研究科
が、地質学の共同研究を進めており、同センターは、今回
の同大との間で全学間学術交流協定を締結したことを受け

ての開所となりました。同センターの設置により、フィー
ルド調査のための事前準備や調査後の研究効率が向上する
ことは確実で、今後の研究と交流の進展が望まれます。開
所に並行して、３、４、５日の３日間、同センターの主要
設備として設置された卓上型の走査型電子顕微鏡の説明会
が行われ、同大教職員、学生だけでなく、モンゴル国立大
学等の大学や研究組織から60名を超す参加がありました。
　さらに、総長一行の滞在中には、YLP の同窓会、学術
交流協定機関の学生を対象とした名古屋大学留学説明会な
どが開催されました。
　本学とモンゴルの各学術交流協定機関の研究者や学生た
ちが、社会科学と自然科学両方の研究・教育拠点であるこ
れらのセンターと、同窓生たちの交流の拠点となるモンゴル
支部を拠点として、最先端の研究を展開するとともに、日本
とモンゴルの架け橋として活躍することが期待されます。
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　平成21年度 OJT（On the Job Training）実施者研修が、
９月３日（木）、４日（金）の２日間、野依記念学術交流館に
おいて実施されました。
　この研修は、掛長及び専門職員に対し、職務遂行を通し
て仕事に必要な知識や技能、取り組み姿勢、仕事をするこ
との価値や達成感等を部下に身につけさせるための指導方
法を養うことを目的に実施しているもので、今回は29名が
受講しました。
　受講者は、OJT 実施者として期待される役割、コミュ
ニケーションに必要な基本原則やコーチングにおけるガイ
ドラインを学び、様々な場面でのロールプレイングによる
演習などを行いました。
　研修で得たコーチングスキルをもとに、受講者一人ひと
りの今後の積極的な部下育成及び職場内における集団指導
のリーダーとしての役割が期待されます。

　平成21年度技術職員研修（装置開発、計測・制御コース）
が、８月26日（水）から28日（金）までの３日間、豊田講堂第
１会議室等において実施されました。
　この研修は、本学の技術職員に対し、その職務に必要な
専門的知識及び技術を習得させ、技術職員の資質の向上と
応用能力の開発及び養成を図ることを目的として、全学技
術センターが主体となって実施しているもので、今回は16
名が参加しました。
　初日には、國枝理学研究科長から「宇宙開発実験におけ
る回路設計と装置開発」と題した一般講義があり、その後
は各コース毎に専門講義が行われました。２日目からは装
置開発及び計測・制御コースに分かれての実習・施設見学
があり、より実践的な内容のプログラムにより研修が行わ
れました。
　研修の成果を個々の技術の向上に活かし、受講者一人ひ
とりの今後ますますの活躍が期待されます。

　平成21年度掛長研修が、８月19日（水）、20日（木）の２日
間、豊田講堂第１会議室において実施されました。
　この研修は、新たに本学の掛長または専門職員に昇任
した職員に対し、職場のリーダーとして必要なスキルを習得さ
せるとともに、実践を通して OJT（On the Job Training）
の重要性を理解し、職責を担うために必要な職場のマネジ
メントなどの知識を習得させることを目的として実施して
いるもので、今回は35名が参加しました。
　研修では、外部講師による指導のもと、掛長としての基
本スタンス、掛の構成員とのコミュニケーション、職場管
理と業務推進、業務改善の進め方について、グループワー
クを中心としたプログラムで構成され、積極的な意見交換
が行われました。
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平成21年度掛長研修を実施



　第52回防災アカデミーが、９月９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、久田嘉章工学院大学建築学科教授が「地域と連
携した超高層ビルの地震防災　新宿駅西口地域の事例」と
題し、講演しました。
　久田教授は、1923年の関東大震災や1995年の阪神・淡路

大震災という日本を代表する複合型地震災害事例の教訓を
もとに、消火・避難に関する実例を紹介し、初期消火や避
難行動の重要性を指摘しました。また、内陸地殻内地震
と海溝型地震の揺れ方や被害形態の違いを説明するとと
もに、首都圏直下型地震で想定される各種被害を提示し、
ハード対策の限界を指摘した上で、住民自らが防災行動を
起こす必要性や自助・共助の重要性をわかりやすく解説し
ました。さらに、超高層ビルの揺れ方の違いに触れた後、
工学院大学新宿校舎でのハード対策、ソフト対策につい
て、安否確認や体験型防災訓練の実施及びその効果につい
て説明がありました。一方、地域での取り組みとして大学
と地域住民との協同による地震防災活動を取り上げ、大学
を地域防災の拠点とした、社会における共助体制の作り方
を説明し、現状のソフト防災体制の見直し・是正が重要で
あることを指摘しました。
　今回の参加者は76名にのぼり、会場はほぼ満席となりま
した。参加者の地震防災対策に対する関心は高く、講演の
後には多くの質問が寄せられていました。
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　「ヘビが怖いのは生まれつき」ということを示す
研究結果が、「Journal of Comparative Psychology」
という学術誌に掲載されました。そのことが、新
聞、TV、ラジオで報道されましたので、この機
会にその研究の概要を紹介させていただきます。
　人間がヘビを怖がるのは生まれつきか経験によ
るのか、ということが長らく議論されてきまし
た。ヘビは、聖書や日本書紀など神話でも禍々し
いものの象徴として登場します。そのような周り
の情報からヘビは怖いものと学習した可能性があ
ります。銃で撃たれたことがないのに、銃を突き
つけられると怖いように、子どもの頃から刷り込
まれた結果として、ヘビを「怖いもの」として学
習したのか、あるいは生まれつきヘビを怖がるの
かわかりませんでした。
　生まれつきの性質か経験によるかを調べるため
に、動物を使って人間と同じ結果を再現できるか
調べることがあります。しかし困ったことに、野
生のサルはヘビを強く恐れますが、実験室で生ま

れ育ったサルは恐怖を示しません。別のサルがヘ
ビを怖がっているところを見てようやく、ヘビに
対する恐怖反応は示すことがわかっていました。
ここでも学習なのか生まれつきなのかはっきりし
ません。
　そこで、恐怖反応を直接指標にすることは諦め
ました。人間には怒った顔やヘビなど恐怖心をお
ぼえるものを、ほかの物体よりも早く見つける、
という性質があります。それが、サルでも見られ
るかを調べることにしました。京都大学霊長類研
究所の共同利用研究を利用した実験です。
　実験では、研究所で生まれ育ち、これまでに一
度もヘビを見たことの無いニホンザル３頭を使い
ました。コンピュータ画面上に、ヘビと花を混ぜ
た４枚組または９枚組の写真を映し出し、標的と
なる１枚だけ仲間はずれのヘビまたは花の写真を
選ぶまでの時間を計りました（図１）。
　90％以上、正しく標的を選べるようになってか
らの平均時間は、花の写真にヘビを紛れ込ませた
場合のほうが、ヘビの写真に花を紛れ込ませたと
きよりも早くなりました（図２）。白黒写真でも
同じ結果でした。名大生を対象にした実験でも同
じ結果が得られました。
　一度もヘビを見たことが無いサルもヘビの写真
を早く見つけられるということは、生まれつきヘ
ビに対して敏感なシステムがあるということで
す。つまり、人間がヘビに対して敏感なのは、サ
ルの頃から受け継いだものだということです。高
い木にいるサルを襲う動物はヘビと猛禽類以外に
いません。しかし猛禽類は木の枝が邪魔で、森の
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図１　花の中からヘビの写真を選ぶ実験中のニホンザル
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川合　伸幸　大学院情報科学研究科准教授



中に入るサルを襲えません。つまり、ヒトとサル
の共通の祖先であった霊長類にとって唯一危険な
存在だったのがヘビだったのです。そして私たち
の祖先は、外敵をすばやく見分ける視覚経路を発
達させ、それが進化の過程で残されていたと考え
られます。
　その視覚経路は、脳内の通常とは別のルートと
考えられます。通常の視覚情報は、網膜から伝え
られた情報が外側膝状体というところを経由し
て、大脳のもっとも後ろの視覚野に投射され、そ
こから線分の傾きや、運動、形などが順次分析さ
れて行き、ようやく物の形が認識できます。しか
し、大脳皮質を経由せず、脳の奥の視床というと

ころから、情動（特に恐怖）を司る扁桃体という
核へ直接伝わる経路もあることが知られていま
す。ここでは、情報がすばやく伝わるいっぽう、
大雑把な形などしかわからないという欠点もあり
ます。しかし、これによってすばやく危険に対処
することができるのです。「わっヘビだ！と思っ
てよく見たら、ロープだった」という経験は、こ
の経路を通る情報にまず身体が反応してから、そ
の後で通常の視覚情報が正しく伝えられた結果だ
と考えられます。ヘビを知らないサルでも、ヘビ
をすばやく見つけるということは、ヘビの姿は生
まれつき脳内の恐怖中枢で処理されるようになっ
ているからだと考えられます。
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京都府出身。1995年　関西学院大学文学研究科修了、日本学術振
興会特別研究員、京都大学霊長類研究所 COE 研究員、名古屋大学
大学院人間情報学研究科助手を経て、2004年４月から名古屋大学
大学院情報科学研究科助教授、2007年４月同准教授。2009年より
JST・ERATO 情動情報プロジェクト・グループリーダー。
チンパンジーやサルの研究を10年以上継続しつつ、ERATO の研究
として、情動表出の心理・生理反応の研究に従事。
2005年　文部科学大臣表彰受賞ほか。

かわい　のぶゆき

図２　�花の標的とヘビの標的を選ぶまでに３頭のニホンザルが要した平均時間。
バン ,�ザク ,�パク　はサルの名前。



　不慣れな、強い運動をした後、翌日～翌々日に
なって筋肉痛が出てくるということを経験したこ
とはありませんか？　この痛み（※遅発性筋痛
という）の特徴は、何もしないとほとんど痛く
ないのに、圧迫したり、収縮させるなど、筋肉へ
機械刺激を与えた時に生じることです（※機械
痛覚過敏という）。この馴染み深い現象が初めて
文献上に記載されたのは1902年のことでした。以
降、多くの研究者が様々なアプローチで研究を
行ってきましたが、そのメカニズムは未だよくわ
かっていません。一方で、乳酸がその原因物質で
あるという俗説が存在しますが、これを積極的に
支持する科学的根拠はなく、現在ではむしろ否定
的です。近年、筆者らはこの遅発性筋痛の動物モ
デルを作成し、筋肉の痛み神経（侵害受容器）の
活動（電気信号）を記録するための標本（図１）
を確立し、遅発性筋痛を呈した筋肉では、機械刺
激に対する痛み神経の活動が増大することを見出
しました（図２）。現在、これに関わる内因性物
質の特定に取組み、遅発性筋痛のメカニズムを末
梢レベルで解明しようと試みています。
　また、上述のような遅発性筋痛（急性筋肉痛）
モデルを緒とし、臨床的により重要な慢性筋肉痛
のメカニズム解明に向けた研究にも裾野を広げ、
現在、その動物モデルの開発を行っています。こ
れら難治性の慢性筋肉痛も機械痛覚過敏を特徴と
するため、遅発性筋痛と共通の神経機構があり、
共通の内因性物質が関与している可能性があると
考えています。
　さらに、加齢が筋肉痛の末梢神経機構へ及ぼす
影響についても研究を進めています。日本では人
口の約９%（約910万人）が筋骨格系の痛みのため、
日常生活に支障をきたしていると推定されていま
すが、これは加齢とともに増加し、急速な高齢化
社会を迎えた本邦において、医療費の高騰や高齢
者 QOL の低下に直結するため、早急に解決され
るべき課題です。
　このように、急性・慢性筋肉痛モデルや加齢動
物を用いた研究から、筋肉痛の末梢神経機構を解
き明かし、高齢者、患者、アスリートに至るまで、
多くの人が筋肉痛のない快適な人生・生活を過ご
せるための研究をしたいと思っています。
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図１　筋肉の痛み神経の活動記録

図２　遅発性筋痛で増大した神経活動

知
の
未
来
へ
―
若
手
研
究
者
の
紹
介

筋
肉
痛
の
末
梢
神
経
機
構
に
関
す
る
研
究

環
境
医
学
研
究
所
助
教

田
口
　
徹



　大学院工学研究科は、９月４日（金）、IB 電子情報館に
おいて、大学院環境学研究科、大学院情報科学研究科、エ
コトピア科学研究所及び大学院医学系研究科の共催のも
と、「テクノ・フェア名大2009 ― 一寸先は、輝く未来。―」
を開催しました。
　これは、大学にある技術シーズ（種）を展示するととも
に、研究室公開、講演会等を通じ、大学の研究成果を産業
界等に広く公開し、より一層の産学官連携と地域産業の更
なる活性化を推進することを目的として毎年開催している
ものです。10回目となる今回は、中部地区の経済界、企業
の研究開発担当者、報道関係者等、約800名の来場があり
ました。
　午前中に行われた基調講演では、主催者側を代表して
小野木工学研究科長からあいさつがあった後、社本英二工
学研究科教授から「マイクロ・ナノメカトロニクス教育

研究拠点の概要と製造分野の研究例」と題し、10月１日
に同研究科に設置するマイクロ・ナノメカトロニクス研
究センターの紹介を含めた講演がありました。引き続き、
磯部健一医学系研究科教授から「高齢化社会とマイクロ・
ナノメカトロニクスを利用した近未来医療」と題した講演
がありました。
　１階講義室では、展示会場で紹介している研究シーズの
うち、18の研究シーズについて、研究者が直接、研究内容
を説明するミニ講演が実施されました。各講演とも、説明
者の話を熱心にメモする姿が見受けられ、聴講者は延べ約
900名となりました。午後から並行して行われた研究室見学
には、約100名の参加があり、教員や大学院生の説明に聞
き入っていました。
　また、展示会場においては、企業の研究開発担当者等が
多数詰めかけ、各ブースの担当者による研究成果等の説明
や実用化に向けての相談等について活発な意見交換が行わ
れるなど、企業側が同フェアに対する高い関心と大きな期
待を寄せていることが窺えました。
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あいさつする小野木工学研究科長

基調講演の様子

ミニ講演の様子展示会場の様子
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テクノ・フェア名大2009を開催
―一寸先は、輝く未来。―
●大学院工学研究科



　大学院理学研究科は、８月22日（土）から24日（月）の３日
間、シンポジオンホール、野依記念学術交流館及び名古屋
市科学館サイエンスホールにおいて、第18回公開セミナー

「天文学の最前線」を開催しました。
　同セミナーは、本学の宇宙研究グループと名古屋市科学
館が共催し、スタッフや学生らが手作りで運営する夏休み

恒例の公開セミナーで、今年は「宇宙の磁場～太陽から深
宇宙まで」というテーマで、太陽、星の誕生と死、銀河の
磁場、宇宙の大規模構造における磁場の役割について、本
学研究者や他機関からの招へい講師による講演が行われま
した。参加者は290名あり、その内半数近くが教員、高校生、
大学生でした。
　22、23日の２日間は、８名の講師による講演会、座談会、
プラネタリウム上映などが行われ、非常に密度の濃い内容
に、参加者からいくつも質問が出されるなど、大いに盛り
上がりました。また、最終日には、野依記念学術交流館に
おいて、62名の参加者が10名程度のグループに分かれ、各
研究室のブースを見学してまわるという方式で、本学の宇
宙研究グループの６研究室の紹介が行われました。小人数
のグループということ、また、解説を行うスタッフや大学
院生と参加者との距離が近いこともあって、講演会の時以
上に多くの質問が飛び交う、非常に有意義な研究室紹介と
なりました。

　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、Workshop on Altaic Formal Linguistics
との共催により、８月29日（土）及び９月４日（金）から６日

（日）の間、野依記念学術交流館等において、第７回国際研
究集会を開催しました。
　まず、29日の特別講演「日本語文法の諸相と日本文法論」
をオープニング講演として始まった同研究集会では、異な

る時代の日本語における現象の分析や研究史、言語獲得に
ついての講演が行われ、統語論、意味論、音韻論等の諸分
野を横断して、様々な言語現象についての研究発表があり
ました。通言語的な観点からの研究も多く、参加者の活発
な議論により包括的な言語理論研究へと一歩前進すること
ができたといえます。
　また、９月３日（木）から５日（土）にかけて、第８国際研
究集会「日本語テクストの歴史的軌跡―解釈・再コンテ
クスト化・布置」がチェコ プラハ・カレル大学において
開催され、中世から現代にわたる日本の文学、歴史、思想
を対象とする研究発表が行われました。多様な研究発表と
討議の過程から「テクストの解釈と布置」また、再解釈に
よる「再コンテクスト化」の問題が浮き彫りになり、一般
化と個別化という「ファジーな二重性」の重要性という論
点が明らかになりました。
　両研究集会とも日本語や日本文化をテーマに据え、前者
は外国人を中心に日本で発表し，後者は日本人を中心に海
外で発表しており、日本文化の発信と収斂を、テクスト布
置解釈学的な枠組みで実践したという意味で「国際」の名
にふさわしい研究集会となりました。
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講演会の様子

第８回の様子
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第18回公開セミナー「天文学の最前線」を開催
●大学院理学研究科

第７、８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」



　遺伝子実験施設は、８月25日（火）、26日（水）、理学部生
命理学科学生実習室において、理数系教員指導力向上研修
事業「実習と演習による分子進化の解析」を開催しました。
　同事業は、愛知県内の高等学校の理科教員に生命科学の
進展を体験してもらうことを目的に昨年度から始めたもの
で、今年は24校から27名の教員が参加しました。

　研修は、杉山康雄遺伝子実験施設准教授及び10名の
ティーチング・アシスタント（TA）のもとで行われ、初
日は、高校教員２人ずつがペアになって、身近にある14種
類の陸上植物から簡便な方法で DNA を抽出し、DNA を
増幅する手法である PCR 法を使って、葉緑体とミトコン
ドリアの遺伝子を増幅しました。研修に用いた植物材料の
一部は、名古屋市東山植物園から提供されました。
　２日目は、増幅した DNA の塩基配列決定反応の測定を
した後、植物の分子系統解析の基礎及び解析ソフトの使い
方を学びました。
　参加者は、身の回りの植物を題材にした実習と演習を体
験したことで、遺伝子レベルで生物進化を解説するなど、
高校の授業に役立ちそうな知識を身につけることができま
した。また、両日共、参加者から実習内容や実験操作等に
ついて多くの質問があり、参加者のみならず TA の学生
にとっても有意義な研修となりました。

　法政国際教育協力研究センター及び大学院法学研究科
は、８月15日（土）から８月30日（日）の約２週間、日本法教
育研究センターの学生を日本に招き、「夏季セミナー」を
開催しました。同センターは、日本語による日本法教育を
実現するため、体制移行国の現地大学と協力して日本語・
日本法の教育を行うためのもので、2005年よりアジアの体

制移行国に開設されています。
　同セミナーは、2006年以降毎年８月に実施されており、
４回目となる今年は、現地で日本語を３年、日本法を１年
学んだ３年生から選抜された優秀な学生をウズベキスタン
から８名、モンゴルから８名、また、ベトナムからも、特
に優秀な２年生を３名招へいしました。
　研修生は、名古屋及び東京において、法学教員や弁護士
による日本法の講義を受講し、裁判所、弁護士会、刑務所、
国会議事堂、税務署、東京地方検察庁、一宮市などの日本
の法・政治を担う様々な機関を訪問しました。学生同士の
討論会では、人身売買について、日本を含め４カ国の学生
が白熱した議論を展開しました。また、１年間かけて執筆
した学年末論文の発表会も実施し、日頃の学習の成果を披
露しました。さらに、日越友好愛知県議会議員連盟、一宮
市、蟹江町の協力により、ホームステイの機会も得ること
ができ、研修生たちにとっては有意義な２週間となりまし
た。期間中は、ボランティアの日本人学生が、研修生の生
活及び学習面をサポートしました。
　来年はカンボジアの２年生も加わり、４カ国全てのセン
ターの学生が揃う夏季セミナーとなる予定です。
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研修の様子

国会議事堂前での記念撮影
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理数系教員指導力向上研修事業「実習と演習による分子進化の解析」を開催
●遺伝子実験施設

日本法教育研究センター夏季セミナーを開催
●法政国際教育協力研究センター



　附属図書館は、９月９日（水）から11日（金）の３日間、中
央図書館５階多目的室において、国立情報学研究所と共催
で、平成21年度目録システム地域講習会（図書コース）を
実施しました。
　これは、国立情報学研究所の目録所在情報サービスに参
加する機関の担当者に、目録データの作成方法や、その背
景となるデータ登録の考え方を習得させる講習会で、国立
情報学研究所の他、全国10か所で開催しています。
　全国の大学図書館等が所蔵する図書や雑誌の総合目録
データベースは、所蔵レコード件数が１億件を超える巨大
データベースで、品質維持が重要な課題となっていること
から、東海地区の国公私立大学等から参加した24名の受講
者は WEB 教材による事前学習も含め熱心に研修に取り組
みました。
　講師は近隣の大学から３名、本学から３名の図書館職員
が担当し、実務経験を踏まえた実践的な講習会となりました。
　また、２日目には交流昼食会が開かれ、同じ業務に携わ
る仲間との有意義な交流の機会になりました。

　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
ター東郷フィールドは、８月22日（土）、東郷フィールド農
業館において、地域貢献特別支援事業「都市近郊の農業教
育公園」の一環として、「食糧について考える」をテーマ
とした講演会の第３回を開催しました。
　今回は、JA あいち経団連の加藤雅己氏が「畜産物ので
きまで」と題して、食肉としての肉牛、肉豚の特徴と生産
などにおける他県との違いを中心に、意外に知られていな
い愛知県の畜産について、詳しく解説しました。
　地域の方々を中心に30名を超える参加者があり、講演後
は、質疑応答や意見交換が行われ、愛知の畜産について深
く理解した様子でした。

　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、７月17
日（金）、８月18日（火）、2009年度第３、４回オープンセミ
ナーを開催しました。
　第３回は、国際稲研究所の小林伸哉氏が、水不足下でも
生育できるイネ品種の育成、特に“いもち病”の抵抗性改
善を狙った節水栽培向けの育種研究を紹介しました。25年
以上にわたる我が国の協力によって得られた研究成果が、
今後熱帯の水不足地帯でイネ栽培の拡大に繋がり、食糧不
足改善に貢献することが期待されます。
　第４回は、アフリカサバンナでの野生動物と家畜との共
存戦略についてロンドン単科大学の水谷文美氏が講演しま
した。野生動物の狩りによる犠牲があっても共存する方が
家畜の生存率が高くなるなど興味ある知見が示されまし
た。また、共存戦略の開発には共存の重要性を自覚して自
ら取り組むアフリカ人研究者の育成が課題であるという指摘
には、参加者一同が強く共感していました。
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講習会の様子

講演会の様子

第４回オープンセミナーの様子
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平成21年度目録システム地域講習会を実施
●附属図書館

地域貢献特別支援事業「都市近郊の 
農業教育公園」第３回講演会を開催
●大学院生命農学研究科

ICCAE第３、４回オープンセミナーを開催
●農学国際教育協力研究センター



　博物館は、８月20日（木）、同館講義室において第103回
特別講演会を開催しました。
　今回の講演会では、小野知洋金城学院大学教授が「トン
ボの縄張り－ご近所さんとの仁義なき闘い」と題し、ハッ
チョウトンボの縄張り争いやトンボの繁殖行動について講
演しました。

　ハッチョウトンボは世界最小ともいえるトンボで、名古
屋の矢田川付近で見つかったことが和名の由来であるとい
われています。縄張りも小さいため、繁殖生態をフィール
ド調査するのに好適な昆虫です。小野教授は、昆虫の繁殖
や、ハッチョウトンボのオスがメスをめぐって他のオスと
争う生態について、フィールド調査で得られたデータを織
り込みながら紹介しました。昆虫の中には、目当てのメス
の体から、自分より前に交尾したオスの精子を掻き出して
しまうオスがいること、ハッチョウトンボのオスでは、縄
張りを作らずにその周辺に身を潜め、縄張りにくる途中の
メスと交尾してしまうものがいることなど、講演会では繁
殖をめぐる「仁義なき闘い」が次々に披露され、参加者か
ら驚きの声があがっていました。
　講演会の後には、企画展の展示解説や、博物館野外観察
園でのトンボ観察も行われました。最後まで、トンボに関
するさまざまな質問が参加者から寄せられ、熱心な質疑応
答が繰り広げられました。
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博物館が第103回特別講演会を開催
●博物館



　名古屋大学は、その学術活動の基本理念を定めた「名古
屋大学学術憲章」のなかで、「自由闊達な学風の下、人間
と社会と自然に関する研究と教育を通じて、人々の幸福に
貢献することを、その使命とする」と謳っています。従っ
て、持続可能な社会の発展に向けて「環境・安全・衛生」の
分野で貢献していくことは、本学の当然の使命といえます。
　本学は、関連した環境・安全・衛生問題の情報を公開し
公正に対応するために、2006年から環境報告書を作成し公
表しています。環境報告書2008及び環境報告書2009は、大
学の教職員、学生、地域の自治体や企業、地域の住民の
方々を対象として作成されています。環境報告書2009の本
冊はホームページ（http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/
fmd/rpt.html）で見ていただくことを想定していますが、
日本語及び英語のダイジェスト版を印刷し、新入生及び留
学生を含む大学関係者や名古屋大学説明会あるいはホーム
カミングデーに参加される高校生や一般の方々にも配布し
ています。
　環境報告書2009は、学内・学外の関係者とコミュニケー
ションを図り、本学の果たしている社会貢献についての理
解を広げることを目的として、「事業活動にかかる環境配
慮の取り組みの状況など」と「事業者の創意工夫により充
実が望まれる項目」の内容を充実させています。すでに、
名大トピックス193号で、地下水浄化サービス事業で節減
された経費を「省エネルギー推進経費」に充てることとし
た省エネルギー推進事業を簡単に紹介しましたが、環境報
告書2009では、「名大発 ESCO」として実施された内容を
紹介しています。「PCB 対策」、「アスベスト対策」、「化学
物質の安全管理や不要薬品の処理」など、法令遵守のため
に積極的に対応している様子も紹介しました。本学の社会
貢献として、環境に関連した教育・研究、生物多様性の保
全と啓発活動への取り組みなどに加え、環境問題に取り組
む本学卒業生の活動の紹介を行っています。「海と山をつ
なぐ、海苔養殖網リユース事業」で在学生の環境保全に向
けた活動を紹介していますが、大学構成員の大半を占めて
いる学生の活躍紹介分野は、より一層の充実が必要です。
　環境報告書の編集は、教員主体の「環境報告書の作成に
関する検討 WG」が行っています。環境報告書の作成も含
めた環境活動に、学生が参加しやすい（別の意味での）環
境整備が依然として重要な課題となっています。環境報告
書2009では、環境学研究科の大学院生の方に、自己評価委
員として加わっていただきました。自己評価委員会は、教
員３名、技術職員と学生が各１名と多彩な構成となり、こ
れまでにない新鮮な意見が出され、検討 WG としても非
常に参考になっています。

　多くの関係者の協力と尽力により作成された環境報告書
2009ですが、本学の全構成員の理解を高め協力を得るため
の媒介となるためには、多数の方々に読んでいただくこと
が必要です。名大トピックスでの紹介もその一環です。ぜひ、
ホームページにアクセスして環境報告書を読んでください。
読者の率直な意見・感想、活動の紹介、取り上げるべき内
容など、ありましたら遠慮なく施設管理課（mail to:sis-sou 
@post.jimu.nagoya-u.ac.jp）にご連絡くださるようお願い
します。環境問題に興味・関心のある学生の方も、施設管
理課にご連絡ください。
　皆様、ご協力のほど宜しくお願いします。

名古屋大学はチーム・マイナス６％に参加しています

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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環境報告書2009を読みましょう 
 ―環境配慮への取り組みの理解と協力のお願い



  6.18 台湾 中正大学国際交流センター長
　台湾 中正大学の施 慧鈴国際交流センター長・法学部教授が、本学との共
同プロジェクトについて打ち合わせることを機に、宮田理事を訪問され、学
生交流を含めた国際交流等について意見交換を行いました。

  7.  9 韓国 法制処長
　韓国の李石淵法制処長が佐分理事を訪問され、国際交流等について意見交
換を行いました。

  7.16 台湾 国立成功大学学務部長等
　台湾 国立成功大学の徐学務部長ほか事務局職員の方々が、学務関係の調
査・研修のため訪問され、本学の学務組織、社会連携活動、男女共同参画の
取り組み等について、本学の各担当職員から説明を受けるとともに、国際嚶
鳴館、食堂フォレスト、体育館、教養教育院中庭等の関連施設を視察されま
した。

  9.  9 台湾 国立清華大学副学長等
　台湾 国立清華大学の張副学長及び事務局職員の方々が、学務及び国際交
流関係の調査・研修のため訪問され、本学の英語授業、学生生活指導、教員
の評価、留学生の受け入れの取り組み等について本学各担当から説明を受け
るとともに博物館を視察されました。

  9.10 南アフリカ共和国大使等
　南アフリカ共和国のガート・J・グロブラー大使が濵口総長を表敬訪問され、
学術交流、国際交流等について意見交換を行いました。また、南アフリカ赤
外線天体観測所に赤外線望遠鏡を設置するなど、南アフリカ共和国と交流が
ある理学研究科を視察されました。

名大を表敬訪問された方々［平成21年６月16日～９月15日］
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教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H20.12.� 7 第９回計測自動制御学会システムインテグレー
ション部門講演会（SI2008）優秀講演賞

エコトピア科学研究所教授 大日方五郎 木下大輔（大学院工学研究科M1）、
内藤誠司（大学院工学研究科M2）、
大西圭一（平成19年度本学修了生）、
長谷和徳（大学院工学研究科准教授）と
連名

H21.� 2.14 日本流体力学会 竜門賞 大学院工学研究科准教授 長田　孝二

H21.� 3.13 第21回日本神経免疫学会 学会賞 大学院医学系研究科�
特任助教

薗部　佳史 錫村明生（環境医学研究所教授）、他５名
と連名

H21.� 5.15 IEEE�Robotics�and�Automation�Society2009�
Gorge�Saridis�Leadership�Award�in�Robotics�
and�Automation

大学院工学研究科教授 福田　敏男

H21.� 5.25 日本機械学会 ロボテックス・メカトロニクス
部門 ROBOMEC 表彰

大学院工学研究科教授 福田　敏男

H21.� 6.� 1 Best�Paper�Award�from�the�Reactor�Physics�
Division�(RPD)�of�the�American�Nuclear�Society

大学院工学研究科准教授 山本　章夫 山根義宏（大学院工学研究科教授）、�
他１名と連名

H21.� 6.� 4 3rd�Congress�on�Ionic�Liquids,�Topics�in�Current�
Chemistry�Award�for�Best�Physical/Theoretical�Poster

ベンチャー・ビジネス・�
ラボラトリー研究員

岩橋　　崇

H21.� 6.� 4 3rd�Congress�on�Ionic�Liquids,�Endres/Abbott/
MacFarlane�Award�for�Best�Electrochemical�Poster

大学院理学研究科化学系�
研究員

周　　　尉

H21.� 6.11 日本酸化ストレス学会学術賞 大学院医学系研究科教授 豊國　伸哉

H21.� 6.15�
-18

U.S.�Government�Award�for�Safety�Engineering�
Excellence

大学院工学研究科准教授 水野　幸治

H21.� 6.19 第25回京都賞 先端技術部門 特別教授 赤﨑　　勇

H21.� 6.25 16th�International�Conference�on�Cytochrome�
P450�(ICC�2009)�Poster�award�

大学院理学研究科助教 荘司　長三

H21.� 7.10 第31回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科准教授 丸山　一平

H21.� 7.12 第２回日本文化財科学会奨励論文賞 年代測定総合研究センター
助教

小田　寛貴

H21.� 7.12 国際血栓止血学会 Robert�P.�Grant�Medal 名誉教授 齋藤　英彦

H21.� 7.21 カルバン・W・ライス賞 エコトピア科学研究所教授 北川　邦行

H21.� 7.21 可視化情報学会 功労賞 大学院工学研究科教授 新美　智秀

H21.� 8.� 5 2009年度日本国際保健医療学会奨励賞 大学院医学系研究科助教 川口　レオ

H21.� 8.20 計測自動制御学会 論文賞友田賞 大学院工学研究科教授 鈴木　達也

H21.� 8.20 計測自動制御学会 論文賞友田賞 大学院工学研究科講師 稲垣　伸吉

H21.� 8.20 計測自動制御学会 論文賞 大学院工学研究科教授 早川　義一

H21.� 8.20 計測自動制御学会 論文賞 大学院工学研究科准教授 藤本　健治

H21.� 8.20 水文・水資源学会学術賞 大学院生命農学研究科教授 太田　岳史

H21.� 8.28 日本酪農科学会賞 大学院生命農学研究科教授 松田　　幹

H21.� 9.� 4 日本地質学会 小澤儀明賞 大学院環境学研究科助教 須藤　　斎

H21.� 9.� 8 応用物理学会 フェロー表彰 大学院工学研究科教授 高井　　治

H21.� 9.� 8 応用物理学会 フェロー表彰 大学院工学研究科教授 竹田　美和

H21.� 9.� 8 an�EIFS-ECN�prize�for�excellent�poster�
presentation�at�the�12th�European�meeting�on�
complement�in�human�disease

大学院医学系研究科�
寄附講座助教

水野　正司

H21.� 9.11 第２回湯川・朝永奨励賞 大学院理学研究科准教授 酒井　忠勝 杉本茂樹（数物連携宇宙研究機構特任教授）
と連名

学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H20.12.� 7 第９回計測自動制御学会システムインテグレー
ション部門講演会（SI2008）優秀講演賞

大学院工学研究科M2 田川　雄介 大日方五郎（エコトピア科学研究所教授）、
長谷和徳（大学院工学研究科准教授）と�
連名

H21.� 3.13 第21回日本神経免疫学会 �
Young�Neuroimmunologist�Award

大学院医学系研究科D3 土井由紀子 錫村明生（環境医学研究所教授）、他３名
と連名
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H21.� 3.31 電気学会 優秀論文発表賞 大学院工学研究科M2 稲垣　徳幸

H21.� 5.23 第４回日本語教育学会林大記念論文賞 大学院国際言語文化研究科
D3

村田　香恵

H21.� 6.� 3 第61回日本細胞生物学会 若手最優秀発表賞 大学院理学研究科M2 奥田　哲弘

H21.� 6.� 6 第32回日本血栓止血学会学術集会�
ポスター優秀賞

大学院医学系研究科D3 山田　貴之

H21.� 6.� 8�
-11

East�Asia�SIAM�Student�Paper�Competition,�
2nd�Prize

大学院工学研究科M2 深谷　　猛

H21.� 6.13 分離技術会 学生賞 大学院工学研究科M1 武市　越生

H21.� 6.18 日本航空宇宙学会 学生プレゼンテーション賞 大学院工学研究科M2 清水　克也

H21.� 6.28�
-7.11

Best�Poster�Award�International�Conference�
on�Materials�for�Advanced�Technologies
（ICMAT2009）and�Int’l�Union�of�Materials�
Research�Societies-International�Conference�in�
Asia�2009�(IUMRS-ICA2009)

大学院工学研究科D1 藤井　大雅

H21.� 6.30 言語処理学会第15回年次大会 最優秀発表賞 大学院情報科学研究科D3 萩原　正人 小川泰弘（大学院情報科学研究科助教）、
外山勝彦（大学院情報科学研究科准教授）
と連名

H21.� 7.� 1 RADIOISOTOPES 誌 論文奨励賞 大学院医学系研究科D2 宮本　真衣

H21.� 7.� 5 International�Symposium�on�Scheduling�
(ISS�2009),�Best�Paper�Award�for�Scheduling�
Practice

平成20年度本学修了生�
（日本電気株式会社）

木本　大介 柳浦睦憲（大学院情報科学研究科准教授）、
小野孝男（大学院情報科学研究科助教）、
平田富夫（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H21.� 7.10 第31回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科D1 寺本　篤史

H21.� 7.10 第31回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科M2 岸　　直哉

H21.� 7.10 情報処理学会 ヤングリサーチャ賞 大学院工学研究科M2 佐々木　威

H21.� 7.15 The�XXII�Congress�of�the�International�Society�
on�Thrombosis�and�Haemostasis�(2009�ISTH�
Boston),�The�Young�Investigator�Award

大学院医学系研究科D3 山田　貴之

H21.� 7.16 プラズマ分光分析研究会 ポスター賞 工学部４年 遠藤　　朗

H21.� 7.16 プラズマ分光分析研究会 ポスター賞 大学院工学研究科M1 朱　　　沁

H21.� 7.17 放射線理工学の日韓合同サマースクール �
学生ポスター発表会

大学院工学研究科M2 辻　　大樹

H21.� 7.23 特定領域研究「機能元素のナノ材料科学」�
第２回若手の会 優秀発表賞

大学院工学研究科M2 西田　育生

H21.� 7.27 第63回セメント技術大会優秀講演者賞 大学院環境学研究科D1 寺本　篤史

H21.� 7.27 MAS�Distinguished�Scholar�Award�(Microscopy�
&�Microanalysis�2009)

大学院工学研究科D2 森下　茂幸 山﨑　順（エコトピア科学研究所助教）、
中村圭祐（平成17年度本学修了生）、�
加藤丈晴（平成10年度本学修了生）、�
田中信夫（エコトピア科学研究所教授）と
連名

H21.� 8.20 計測自動制御学会 論文賞 大学院工学研究科D2 神保　智彦

H21.� 8.26 平成21年度システム LSI 設計技術研究会 �
優秀論文賞

大学院情報科学研究科D3 川島　裕崇 高木直史（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H21.� 8.26 第137回 SLDM研究会優秀発表学生賞 大学院情報科学研究科D3 川島　裕崇

H21.� 9.� 1 電気学会産業応用部門 部門優秀論文発表賞 大学院工学研究科M2 北川　浩之

H21.� 9.� 5 高分子学会東海支部 学生研究奨励賞 大学院工学研究科M2 青嶋　　紘

H21.� 9.� 5 高分子学会東海支部 学生研究奨励賞 大学院工学研究科D2 水谷　将人

H21.� 9.� 8 応用物理学会 論文賞 大学院工学研究科D2 金　　秀光 竹田美和（大学院工学研究科教授）、他14
名と連名

H21.� 9.11 土木学会 第11回インターナショナルサマー�
シンポジウム優秀講演賞

大学院工学研究科D1 トラン　ホア　
キム

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時
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記事 月日 新聞等名

1 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授は核廃絶へのビジョンについて語る � 8.16（日） 中日（朝刊）
2 こどもタイムス わくわく探検：南極観測隊の副隊長を務めた経験を持つ加藤好孝施設管理部施設管理課長はこども

記者から基地生活についてのインタビューを受ける
� 8.16（日） 中日（朝刊）

3 名古屋市職員として働きながら、全日本大学駅伝出場を目指すため大学を留年して学生ランナーを続ける平岡 悠
さん本学学生が紹介される また、学生６年目となる駅伝のエース・藤永紘基さん本学大学院生も他大学の選手とは
一味違ったランナーとして紹介される

� 8.17（月） 朝日（朝刊）

4 本学は三菱重工業、中菱エンジニアリング及びコスモ産業と共同で航空機産業の人材育成事業「航空機開発DBT
リーダーシップ養成講座」に着手する 宮田理事は「航空機の国際共同開発チーム（DBT）に参加しリーダーになれ
る人材の育成を目指す」と語る

� 8.18（火） 日刊工業

5 現代日本誤百科（117）：「雨模様」なので傘を差した 町田 健文学研究科教授 � 8.18（火） 中日（朝刊）

6 訃報：中野藤生本学名誉教授 � 8.18（火） 朝日（朝刊）
他２社

7 第３回先端医療ヘルスケアセミナー開催：９月19日 佐藤 純環境医学研究所准教授、岩田 久本学名誉教授が講演 � 8.19（水） 中日（朝刊）

8 現代日本誤百科（118）：「期待感に乏しい」 町田 健文学研究科教授 � 8.19（水） 中日（朝刊）

9 医学部附属病院の新型インフルエンザに対するこれまでの対応が紹介される 中央感染制御部の担当医師は「これ
までの感染者は若い人がほとんどで高齢者と接する際の対応が不十分ということも考えられるため対策を徹底した
い」と話す

� 8.19（水） 中日（夕刊）

10 芦苅基行生物機能開発利用研究センター教授は浮きイネの遺伝子を発見し、「スノーケル」と名付ける � 8.20（木）

� 8.24（月）

中日（朝刊）
他２社
朝日（夕刊）

11 杉山範子環境学研究科助教が１日開催の「親子で考える環境問題 公開講座�in�名古屋大学2009」で講演した内容が
紹介される

� 8.20（木） 日経（朝刊）

12 現代日本誤百科（119）：「時間差」で来る 町田 健文学研究科教授 � 8.20（木） 中日（朝刊）

13 中日文化センター 10月新講座：宮原 勇文学研究科教授が担当する講座の内容が紹介される その他、溝口常俊環
境学研究科教授、羽賀祥二文学研究科教授及び川田 稔環境学研究科教授の講座が始まる

� 8.20（木） 中日（夕刊）

14 鈴村順三理学研究科教授、武川睦寛環境医学研究所教授及び大井貴史工学研究科教授に大幸財団の本年度分学術研
究助成が決定

� 8.21（金） 中日（朝刊）

15 蜂須賀聡美さん本学学生をはじめとする読売新聞中部支社でインターンシップ研修中の学生たちは愛知県警察が導
入した「運転シミュレーター」を体験する

� 8.22（土） 読売

16 カーボンナノチューブの商業化への課題と将来応用が期待される優れた特性が紹介される 発見者の飯島澄男本学
特別招へい教授は「カーボンナノチューブでお金をもうけた人はまだいない」、篠原久典理学研究科教授はカーボン
ナノチューブをタッチパネルの透明電極に応用した製品が近く市場に出るだろう、と語る

� 8.23（日） 読売

17 博物館企画展「水辺の宝石トンボ～東海昆虫保存会コレクション展～」４日から10月３日まで開催 � 8.24（月） 日経（夕刊）

18 名大サロンの主役：杉山理事が「史記を読む」と題して講演 � 8.25（火） 中日（朝刊）

19 榊枝正史さん本学大学院生、吉田紗由美さん本学大学院生は四日市大学の大学院生らとともに公害・環境に関する
冊子「なたね通信」を発行する

� 8.25（火） 中日（朝刊）

20 三井住友銀行の SMBC パーク栄「平成21年９月のライフスタイルセミナー」開催：９月30日 夏目達也高等教育研
究センター教授が講演

� 8.25（火） 中日（夕刊）

21 現代日本誤百科（121）：「彼氏さん」はいらっしゃいますか 町田 健文学研究科教授 � 8.26（水） 中日（朝刊）

22 第11回にっぽんど真ん中祭り 名古屋大学チーム “快踊乱舞” が参加 � 8.26（水） 朝日（朝刊）

23 現代日本誤百科（122）：「耳障りがよい」 町田 健文学研究科教授 � 8.27（木） 中日（朝刊）

24 大井貴史工学研究科教授は自発的に組織を作る有機分子触媒の開発に成功する  � 8.28（金） 読売
日刊工業

25 深谷紗希さん教育学部附属高等学校２年生らにNPO 法人イエロー・エンジェルからテューバなどの楽器が贈呈される � 8.28（金） 朝日（夕刊）

26 医学部進学特集：伴 信太郎医学部附属病院教授は医学部教育の現状についてインタビューを受け課題と取り組みに
ついて語る

� 8.29（土） 朝日（朝刊）

27 医学部進学特集：現役医学生の受験生へのアドバイス特集で渡邉紀博さん本学学生、横山達郎さん本学学生が将来
の目標について語る

� 8.29（土） 朝日（朝刊）

28 朝日カルチャーセンター新講座：木俣元一文学研究科教授、宮原 勇同教授、周藤芳幸同教授、阿部泰郎同教授及び
佐々木重洋同准教授の講座が始まる

� 8.30（日） 朝日（朝刊）

29 小野耕二法学研究科教授は今回の衆議院選挙結果について「国民の不満が地殻変動を起こした」と話す � 8.31（月） 読売

30 鈴木康弘環境学研究科教授は国が全国を網羅する活断層マップを作成することの意義と課題について語る � 9.� 1（火） 中日（朝刊）

31 夏目唯弘医学部附属病院医員が８月２日開催のNPO法人ハンドフロンティア主催市民公開講座「痛み・しびれにご
用心～手の先生に聞いてみよう」で講演した内容が紹介される

� 9.� 1（火） 読売

32 本学は全国の国立大学法人で初となる学内常設の学童保育所「ポピンズアフタースクール」を設置 � 9.� 2（水）

� 9.13（日）

中日（朝刊）
日刊工業
日経（朝刊）

20 名大トピックス◦ No.197

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成21年８月16日～９月15日］



記事 月日 新聞等名

33 医学系研究科と南デンマーク大学は、科学技術振興機構が戦略的国際科学技術協力推進事業として実施する分子医
学におけるデンマークとの共同研究課題に応募し採択される

� 9.� 2（水） 日刊工業

34 現代日本誤百科（124）：「晩年」はコーチ兼業だった 町田 健文学研究科教授 � 9.� 2（水） 中日（朝刊）

35 叙位叙勲：従四位瑞宝小綬章 栁田則之本学名誉教授 � 9.� 2（水） 中日（朝刊）
読売

36 名古屋市民スポーツ祭水泳レクリエーション：間島滉一郎さん教育学部附属高等学校生（50メートルバタフライ１位） � 9.� 2（水） 中日（朝刊）

37 防災減災：福和伸夫環境学研究科教授、護 雅史環境学研究科准教授は８月に起きた静岡沖地震をふまえ、その10
～20倍以上の強さになるであろう東海、東南海地震に向けた備えの重要性を訴える

� 9.� 3（木） 読売

38 現代日本誤百科（125）：「精神錯乱する」 町田 健文学研究科教授 � 9.� 3（木） 中日（朝刊）

39 マダガスカルを知るサロン開催：12日 トキ・ラザフィンドラコトさん本学大学院生がマダガスカル島の自然や文
化を紹介

� 9.� 3（木） 中日（朝刊）

40 林 希一郎エコトピア科学研究所教授は３日に開催された生物多様性の保全に向けての企業の取り組みを考えるセ
ミナーの中で「温暖化はエネルギー消費、生物多様性は土地の問題。土地も水も生物多様性がもたらす恵みであり、
企業活動に本質的に関係している」と解説する

� 9.� 4（金） 中日（朝刊）

41 「テクノフェア名大2009」が４日に開催され、約1000人が来訪 � 9.� 5（土） 中日（朝刊）

42 旬な人：ミツバチの集団失踪を調査する門脇辰彦生命農学研究科准教授が紹介される � 9.� 6（日） 読売

43 中日文化センターだより：川田 稔環境学研究科教授は担当する10月の新講座の内容について語る � 9.� 6（日） 中日（朝刊）

44 第63回全日本学生音楽コンクール名古屋大会：岡本華生子さん教育学部附属中学校１年生（中学生の部 予選通過） � 9.� 6（日） 毎日（朝刊）

45 スタッフ通信：本学の研究室公開に訪れた高等学校生が「炭素年代測定法」や「宇宙線」などについての感想をレ
ポートする

� 9.� 7（月） 中日（朝刊）

46 レーザー：本多裕之工学研究科教授は高精度でミルクアレルギーを診断できる新手法を研究中 � 9.� 7（月） 日刊工業

47 第58回全国七大学柔道優勝大会での本学の優勝を祝う報告会が６日に開かれる � 9.� 7（月） 毎日（朝刊）

48 本学と気象研究所のチームは今世紀後半に「スーパー台風」が日本を襲う可能性があるとの予測をまとめる チーム
の坪木和久地球水循環研究センター准教授は「いかに予報し、災害軽減対策を講じるかが重要になる」と話す

� 9.� 7（月） 中日（夕刊）

49 中尾昭公医学系研究科教授が来春開催が予定されている日本外科学会第110回定期学術集会について会頭として
インタビューを受ける

� 9.� 8（火） 読売

50 學生之新聞：全日本学生フォーミュラ大会に挑戦する名古屋大学フォーミュラチーム FEMの活動が紹介される � 9.� 8（火） 中日（朝刊）

51 名大サロンの主役：門脇辰彦生命農学研究科准教授が「ミツバチ減少の謎」と題して講演 � 9.� 8（火） 中日（朝刊）

52 レーザー：大井貴史工学研究科教授はアメリカの科学雑誌「サイエンス」への研究成果の掲載が正式に決まるまで
「ドキドキだった」と話す

� 9.� 8（火） 日刊工業

53 現代日本誤百科（127）：「不況を教訓にする」 町田 健文学研究科教授 � 9.� 8（火） 中日（朝刊）

54 中嶋哲彦教育発達科学研究科教授は、名古屋市の減税の財源捻出のため市長が教育委員会に37億円の削減を割り当
てたことについて「住民のための減税というなら教育には手をつけられないはず。それでもやるなら内部経費の節
約ぐらいしかないだろう」と語る

� 9.� 8（火） 毎日（朝刊）

55 名古屋商工会議所は月内にも産学官組織「ライフサイエンス産業振興研究会」を立ち上げ、本学の工学系教員にも
参加を要請する予定

� 9.� 8（火） 日刊工業

56 本学、愛知県産業技術研究所及び株式会社明城は共同でかんなくずを主原料とした断熱材の開発に成功 � 9.� 9（水） 朝日（朝刊）
読売

57 現代日本誤百科（128）：「お買い上げしてください」 町田 健文学研究科教授 � 9.� 9（水） 中日（朝刊）

58 小野耕二法学研究科教授は政権交代という「大変動」がもたらされた要因について論説する � 9.10（木） 毎日（朝刊）

59 現代日本誤百科（129）：色々なメニューが「てんこ盛り」 町田 健文学研究科教授 � 9.10（木） 中日（朝刊）

60 第20回濾過技術特別セミナー「濾過技術の動向と最近の応用実例」開催：10月29日 片桐誠之工学研究科助教が講
演

� 9.11（金） 日刊工業

61 新司法試験2009年度 本学出身合格者の合格率は33.3％で合格者数は40人 � 9.11（金） 中日（朝刊）
他３社

62 サイエンスカフェ「変遷するウィルス感染症」開催：10月10日 西山幸廣医学系研究科教授が解説、参加者の質疑
に応える

� 9.11（金） 毎日（朝刊）

63 守屋尚志さん本学学生、福手雅人さん本学学生は毎日新聞社でインターンシップ研修を受け、実際に新聞記事を執
筆する

� 9.12（土） 毎日（朝刊）

64 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授は新政権のかじ取りについては全体像に迫る報道が求められると
語る

� 9.13（日） 中日（朝刊）

65 現代日本誤百科（130）：「インテリア」としての絵画 町田 健文学研究科教授 � 9.14（月） 中日（朝刊）

66 現代日本誤百科（131）：このグラフが「表す」ように 町田 健文学研究科教授 � 9.15（火） 中日（朝刊）

67 講演会「シルバー世代の『からだ』と『こころ』― 健康長寿の秘訣」開催：15日 葛谷雅文医学系研究科准教授が
講演

� 9.15（火） 中日（朝刊）

68 国民体育大会出場愛知県選手団：田村一樹さん本学学生 カヌー競技の選手として選ばれる � 9.15（火） 中日（朝刊）

69 本学学生と愛知大学学生が浜岡原子力発電所４号機再運転に関して抗議文を中部電力に提出 � 9.15（火） 朝日（朝刊）
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　附属図書館には、2000冊以上の「中等学校史誌コレクショ
ン」があります。記念誌として刊行されることの多いこの種
の図書は、限られた関係者に配布されるだけで、実は国立国
会図書館にすら納本されないことも珍しくありません。
　今回の特別展では、戦前に刊行された、旧制の中学校、高
等女学校、実業学校の学校沿革史を中心に紹介しています
が、その際に二つの工夫を加えてあります。
　一つは、今年、本学が名古屋帝国大学として創設されてか
ら70周年（創基138周年）を迎えましたので、中等学校と本
学の前身校とのかかわりを展示の一つの柱としたことです。
もう一つは、成績表や入試問題集、同窓会雑誌など、中等学
校に関する種々の資料を周辺に配置したことです。このため
に、名古屋市西図書館の成田文庫と名古屋市立菊里高等学校
からも歴史的な資料をお借りしました。これらの資料と学校
沿革史とを組み合わせることで、当時の生徒たちの学びや生
活、夢や進路を浮かび上がらせます。
　多くのみなさんのご来場をお待ちしております。

開催場所：中央図書館４階展示室
開催期間：10月２日（金）～30日（金）
　　　　　日曜・祝日を除く
開館時間：９時30分～17時まで
入 場 料：無料
問い合わせ先：附属図書館　Tel 052-789-3667

附属図書館秋季特別展
「学校沿革史は語る 
 －近代日本の中等学校と名古屋大学の前身校－」を開催中
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　博物館では、10月13日（火）から12月26日（土）まで（日・月曜日休館）、第18回企画
展「剥き出しの地球－南極大陸　Antarctica, the Great Earth」を開催します。
　南極には未知の世界がたくさん残されており、その扉を開く“夢”、すなわちサイ
エンスの醍醐味があふれています。また、南極の自然の美しさは想像を絶するものが
あり、雪と氷が織りなす幻想的な世界はまさに芸術です。しかし表裏一体に、“だか
ら”南極は過酷であり、そこでの調査は大変な苦難を伴います。
　この企画展では、夢を追い求める人々、「日本南極地域観測隊・セールロンダーネ
山地地学調査隊（通称：セルロン隊）」をクローズアップし、南極の夢・美・苦を追
います。

開催期間：10月13日（火）～12月26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　Tel�052-789-5767

　博物館では、本学創立70周年（創基138周年）記念式典当日の10月17日（土）か
ら12月26日（土）まで（日・月曜日休館）、大学文書資料室との共催で第19回企画
展「医学教育の曙からノーベル賞まで－名古屋大学創立70周年（創基138周年）
記念－」を開催します。
　この企画展は、本学が名古屋帝国大学として1939（昭和14）年に創立されてから
70周年、医学部の前身にあたる名古屋県仮病院・仮医学校が1871（明治４）年に設
置されてから138周年を記念するものです。
　明治維新後の西洋医学を普及する事業の東海地方における中心となった創基の
時代から、相次いで関係者がノーベル賞を受賞した現在までの歴史を、写真パネ
ルや実物資料（一部はレプリカ）、映像（スライドショーや DVD）、ハンズオン資料な
どを使って分かりやすく紹介します。とくに創基の時代については、初公開の貴重な
史料を展示します。また、本学の研究・教育、キャンパスライフの現状にもふれます。
　激動の時代に創基・創立され、現在の地位を築くに至った名古屋大学の歴史と
現状を、ぜひ展示会場で体感してみてください。

第18回博物館企画展
「剥き出しの地球－南極大陸　Antarctica, the Great Earth」を開催

第19回博物館企画展
「医学教育の曙からノーベル賞まで
 －名古屋大学創立70周年（創基138周年）記念－」を開催

開催期間：10月17日（土）～12月26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　Tel�052-789-5767
　　　　　　　大学文書資料室　Tel�052-789-2046
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月２日（金）～30日（金）
場　　所：中央図書館４階展示室
時　　間：９：30～17：00
　　　　　（日曜・祝日は閉室）
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館
情報管理課庶務掛　052-789-3667

附属図書館2009年秋季特別展 
「学校沿革史は語る 
 －近代日本の中等学校と名古屋大学の前身校－」
講 演 会
　日　　時：10月３日（土）13：00～15：30
　場　　所：中央図書館５階多目的室
　講 演 者：佐々木　享（本学名誉教授）
　講演題目：「名古屋帝国大学の創立と近代日本の中等教育」
　展示解説：吉川卓治（教育発達科学研究科准教授）

10月６日（火）～12月８日（火）（毎週火曜日）
場　　所：国際開発研究科８階
　　　　　多目的オーディトリアム
時　　間：18：30～20：00
定　　員：最大50名程度
受 講 料：3,000円

［問い合わせ先］
国際開発研究科　伊東早苗准教授
ito@gsid.nagoya-u.ac.jp

国際開発研究科公開講座 
「グローバリゼーションと開発」
内　　容：�20世紀に人類は貧困問題を解決し得なかった。経済活動のグ

ローバリゼーションは貧富の差を拡大し貧困削減を妨げるの
か、それとも社会変革をともないながら貧困削減に寄与するの
か。グローバリゼーションの光を享受し、影を避けるためには
何が必要なのか。国際開発研究科の教員がそれらに示唆を提供
します。

10月13日（火）～12月26日（土）
（日・月曜日休館）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第18回名古屋大学博物館企画展 
「剥き出しの地球～南極大陸」

サテライト展示
　日　　時：11月13日（金）～29日（日）
　　　　　　9：00～17：00（平日）、10：00～17：00（土日祝）
　場　　所：SMBC パーク栄
　入 場 料：無料

10月17日（土）
場　　所：豊田講堂
時　　間：記念式典　13：00～13：50
　　　　　記念フォーラム
　　　　　　　　　　14：00～15：30
　　　　　名古屋大学基金銘板除幕式
　　　　　　　　　　15：40～15：50

［問い合わせ先］
総務部秘書課　052-747-6459

創立70周年（創基138周年） 
記念式典・記念フォーラム・祝賀会
記念フォーラム
テ ー マ：「名古屋大学を語る」
パネリスト：�益川敏英（本学特別教授）、�

松本正之氏（東海旅客鉄道㈱代表取締役社長）、�
宮池克人氏（中部電力株式会社代表取締役副社長執行役員）、�
石黒不二代氏（ネットイヤーグループ㈱代表取締役社長兼 CEO）、�
濵口道成（本学総長）

進　　行：丹野みどり（中部日本放送株式会社アナウンサー）

10月17日（土）～12月26日（土）
（日・月曜日休館）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
入場料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第19回名古屋大学博物館企画展 
「医学教育の曙からノーベル賞まで 
 －名古屋大学創立70周年（創基138周年）記念－」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月20日（火）、11月24日（火）
場　　所：中央図書館５階大会議室
時　　間：18：00～19：30
入 場 料：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17回ふみよむゆふべ
講演題目：「座敷と伝統芸能�茶・花・香」
　　　　　第２夜「座敷に飾られた花」（10/20）
　　　　　第３夜「座敷と茶」（11/24）
講 演 者：佐藤�豊三（徳川美術館専門参与）

10月21日（水）
場　　所：環境総合館
　　　　　レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第53回防災アカデミー
講演題目：「防災の新しい考え方・・減災と危機管理」
講 演 者：室崎益輝（関西学院大学総合政策学部教授）

10月21日（水）～11月25日（水）（毎週水曜日）
場　　所：博物館講義室
時　　間：10：30～12：00
参 加 者：60名（名古屋市在住及び在勤の方）
受 講 料：無料
申 込 先：名古屋市生涯学習推進センター

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館・名古屋市生涯学習推進センター連携キャンパス講座 
「おもしろ博物学」（全６回）

10月24日（土）
場　　所：東山キャンパス
時　　間：10：00～
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
総務部秘書課　052-747-6459

第５回名古屋大学ホームカミングデイ 
「地域と大学で考える　創立70周年」
テ ー マ：「人と人とを結ぶメッセージ」

10月27日（火）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：９：40～17：30

［問い合わせ先］
経済学研究科附属国際経済政策研究センター
erc@soec.nagoya-u.ac.jp

第24回国際経済政策研究センター・キタン会 
国際学術シンポジウム 
「国際経済環境の変化と東アジアの産業集積 
 －変容する産業クラスター－」
講 演 者：朽木昭文氏（日本大学）、王緝慈氏（北京大学）、
　　　　　Binh�Tran�Nam氏（University�of�New�South�Wales）ほか

10月30日（金）
場　　所：野依記念物資科学研究館２階
　　　　　講演室
時　　間：14：00～17：15
入 場 料：無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
国際学術コンソーシアム（AC21）推進室
052-789-5684

AC21国際シンポジウム： 
ダブルディグリープログラムの可能性と戦略的展望
基調講演題目：「グローバル化時代における国際高等教育連携ーダブルディグリーを
中心として」
講 演 者：二宮　皓（放送大学広島学習センター所長）
ラウンドテーブル・セッションテーマ：
　　　　　「AC21メンバー大学のダブルディグリープログラム」
スピーカー：John�Taplin（アデレード大学副学長：国際担当）、
　　　　　James�Kennedy（ウォリック大学国際部長）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

10月30日（金）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：00～19：00
入 場 料：無料（交流会参加者のみ会費制）

［問い合わせ先］
総務部人事労務課
男女共同参画室担当　052-789-3939

男女共同参画推進（あいち男女共同参画社会推進・ 
産学官連携フォーラム）シンポジウム
テ ー マ：「女性研究者のキャリア深化のためのシステム改革」
講 演 者：�武川恵子（内閣府大臣官房審議官）、�

岡谷重雄（文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術戦
略官）、�
坂東昌子（NPO知的人材ネットワークあいんしゅたいん理事
長）

10月31日（土）、11月28日（土）
場　　所：経済学部カンファレンスホール
時　　間：10：00～12：00

［問い合わせ先］
経済学研究科エクステンション・サービス
ecoextender@soec.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学オープンカレッジ 
「自由奔放！サイエンス」
講演題目：「何が秘密なのか？：個人情報とプライバシーをめぐる変化」（10/31）
講 演 者：�大屋雄裕（法学研究科准教授）
講演内容：「現代若者の職業感：パート２」（11/28）
講 演 者：寺田盛紀（教育発達科学研究科教授）�

10月31日（土）
場　　所：全日空ホテルズ�
　　　　　ホテルグランコート名古屋
　　　　　５階ローズルーム
時　　間：13：30～16：00

［問い合わせ先］
医学部・医学系研究科学務課　052-744-1981
医学部附属病院内がんプロフェッショナル�
養成プラン事務局　052-744-1902

東海がんプロフェッショナル養成プラン 
平成21年度緩和ケアセミナー
テ ー マ：「緩和ケアチーム力の向上に向けて」
講演題目：「代謝・栄養学を駆使した緩和ケアの構築とその実践」
講 演 者：東口高志（藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学講座教授）
講演題目：「骨太のチーム力を身につける～症状緩和とスキルミクス型チーム医療」
講 演 者：有賀悦子（帝京大学医学部内科学講座緩和医療科准教授）

10月31日（土）
場　　所：東郷フィールド
時　　間：10：00～15：00

［問い合わせ先］
生命農学研究科附属フィールド科学教育�
研究センター事務掛　0561-37-0210

農業ふれあい教室「親子農業体験」

11月１日（日）
場　　所：教育学部附属学校グラウンド
時　　間：13：00～15：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

流鏑馬供覧

11月６日（金）
場　　所：東京国際フォーラム ホールD7
時　　間：13：30～17：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
法政国際教育協力研究センター
052-789-2325、4263

法学部創立60周年記念国際シンポジウム 
「体制移行国・発展途上国への法学教育協力 
 ～名古屋大学日本法教育研究センターの新たな挑戦～」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

11月７日（土）、12月４日（金）
場　　所：�文系総合館カンファレンスホール
時　　間：13：00～
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科
星野幸代准教授　052-789-4875

「台湾文化の現在」 
連続講演会とシンポジウム
講演題目：「台湾セクシュアル・マイノリティ文学」（11/7）
講 演 者：垂水千恵（横浜国立大学教授）
講演題目：「台湾現代小説における身体政治と青春像」（12/4）
講 演 者：梅　家玲（台湾大学教授）

11月７日（土）
場　　所：博物館野外観察園
時　　間：13：00～14：00
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

野外観察園見学会

11月７日（土）、８日（日）
場　　所：博物館及び野外実習
時　　間：13：30～16：00（11/7）、
　　　　　� 9：30～16：30（11/8）
定　　員：�30名（小学３年生から�

中学３年生とその保護者）

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第３回地球教室（名古屋市科学館共催事業）
「河原の石で石包丁をつくろう」

11月11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
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第54回防災アカデミー
講演題目：「鸚鵡籠中記にみる自然災害」
講 演 者：溝口常俊（環境学研究科教授）

11月12日（木）
場　　所：博物館講義室
時　　間：15：00～16：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第105回博物館特別講演会
講演題目：「名古屋大学医学部の揺籃期」
講 演 者：高橋　昭（本学名誉教授）
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　名古屋大学旧教養部の前身にあたる旧制第八高等学校
（八高）の初代校長大島義脩は、1871（明治４）年、丹波国
氷上郡佐治村（現在の兵庫県丹波市）の豪農の四男として
生まれました。
　８歳で母の実家である大島家に養子に入り、判事であっ
た叔父に養育された大島は、第三高等中学校から91年に帝
国大学（現在の東京大学）に進学しました。高等中学校で
は数学の成績が抜群だったとのことですが、文科大学（文
学部）哲学科を選び、カントやショーペンハウエルなどの
ドイツ哲学を学びました。同級生には、のちに著名な哲学
者となる西田幾多郎などがいます。
　文科大学を首席で卒業し、大学院で倫理学を研究した大
島は、1897年には27歳の若さで第四高等学校（金沢）教授
に任じられました。その後、文部省視学官、東京音楽学校
教授を歴任、東京音楽学校校長として学校経営の経験も積
みました。そして1908年、名古屋（当時は愛知郡呼続町）
に新設された八高の校長に就任したのです。

　37歳で就任したこの若き校長は、指導教官制度、公認下
宿制度、事務組織の課長制度の導入や、創立10周年祝賀式
の挙行、広壮な講堂や娯楽施設としての茶寮の建設など、
高等学校では初めての試みを次々に実行に移しました。こ
れらは全国から注目され、多くの学校で取り入れられてい
きました。中でも、軍事教練と現役将校によるその検閲講
評は、学校を厳格な心身鍛錬の道場と考える大島の創意に
よるものでした。
　こうして大島校長は、八高の基礎をかためると同時に、
次の校長の言葉を借りれば、「規律厳正の中に自己啓発の
自由を残し、伝統を尚

たっと

ばしめつつ新機軸を重んぜしめる」
方針で10年間の学校経営をおこない、「勤勉八高」「教練八
高」の異名にもなった独自の校風を確立したのです。
　その後の大島は、女子学習院（現在の学習院女子大学）
の初代院長、帝室博物館総長などを歴任しました。

１ ２ ３

４

１　�大島義脩（1871－1935）。写真は八高校長時代のもの（1916年）。
２　�八高の軍事教練（戦闘演習）の様子（1915年発行の絵葉書より）。大島校長は、

大学卒業直後の日清戦争期に一年志願兵となり、その後も勤務演習や日露戦争
に召集されて、陸軍歩兵中尉の階級を持っていた。大島校長自らも熱心に教練
の検閲にあたったという。

３　�八高の鐘楼にかけられていた時鐘（口径38.0cm×総高51.5cm、名古屋市博物
館所蔵）。八高創立当初からあり、学生や教員に始業や終業の時間を知らせた。

４　�大島の銅像とともに撮影された1926年卒業生のクラス写真。大島が八高を去っ
た直後から、同窓会で大島像建立の話が持ち上がった。まだ同窓生が少ない時
代にもかかわらず、たちどころに建設費の寄付が集まり、1919年に完成した。
このほかにも、大島像を背景にした記念写真が多く残っている。

90 第八高等学校校長 大
おお

島
しま

義
よし

脩
なが

　― 名大をひきいた人びと③ ―

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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