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環境技術および資源マネジメント国際会議2009を開催

附属図書館が2009年秋季特別展を開催
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　名古屋大学創立70周年（創基138周年）記念式典が、10
月17日（土）、豊田講堂において挙行されました。式典には、
卒業生、各界の関係者、退職職員を含む教職員など約1,000
名が出席し、70年の節目を祝いました。
　本学の起源は、138年前の明治４年に開設された仮病院・
仮医学校まで遡ります。その後、この名古屋の地に総合大
学を、と地域の人々が活動した結果、昭和14年に名古屋帝
国大学が創立されました。以来、戦後の復興期、大学紛争
期、国立大学法人化と、幾多の年月を重ね、９学部、13研
究科、３附置研究所などからなる基幹的総合大学として、
自由闊達な学風の下、世界最先端の高度な研究や教育の展
開、地域を支える高度医療の実践、法整備支援に代表され
る国際協力の推進などを積極的に図り、多くの有為な人材
を広く輩出してきました。
　式典では、まず、濵口総長から、「さらに国際化を進め、
『名古屋大学から Nagoya University へ』を大学改革の目
標とし、日本の未来を切り拓く強い意志と理想を持った人

材を育成し続ける」との式辞があった後、坂田東一文部科
学省文部科学事務次官、神田真秋愛知県知事、河村たかし
名古屋市長、トヨタ自動車株式会社名誉会長である
豊田章一郎全学同窓会会長より祝辞が述べられました。
　続いて、混声合唱団及び男声合唱団 OB がそれぞれ祝賀
歌を合唱し、式典に花を添えました。
　引き続き、「名古屋大学を語る」と題した記念フォーラ
ムが行われ、総長をはじめ、本学卒業生でノーベル物理学
賞を受賞した益川敏英本学特別教授、松本正之東海旅客鉄
道株式会社代表取締役社長、宮池克人中部電力株式会社代
表取締役副社長、石黒不二代ネットイヤーグループ株式会
社代表取締役社長兼 CEO をパネリストに迎え、本学文学
部の卒業生である丹野みどり中部日本放送アナウンサーの
司会進行のもと、学生時代の思い出の写真やエピソードを
披露し、「卒業後の人生の転機とその瞬間」などのテーマ
について思いを語り合い、将来の大学のあり方について意
見を交わしました。
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１　あいさつする濵口総長
２　記念フォーラムの様子
３　記念フォーラムのパネリスト
　　（左から、益川特別教授、松本社長、
　　宮池副社長、石黒社長兼 CEO）
４　記念フォーラムのパネリスト
　　（左から、丹野アナウンサー、濵口総長）
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　次いで、創立70周年記念事業の一環として創設された名
古屋大学基金に対し、20口以上のご寄附をいただいた方の
ご芳名を刻んだ銘板を豊田講堂内に設置し、その除幕式を
行いました。
　その後、シンポジオンホールに移動し、祝賀会を開催し
ました。まず、杉山理事よりあいさつがあった後、名古屋
セントラル病院長である齋藤英彦全学同窓会副会長が祝辞
を述べ、関係者による鏡開きが行われました。続いて、昭
和61年６月から本学の庶務課長を歴任した、大西珠枝京都
大学理事・副学長の発声により乾杯が行われ、しばらく和
やかな歓談が続きました。最後に、混声合唱団による歌の
斉唱があり、盛会のうちに終了しました。
　なお、出席者には、創立70周年（創基138周年）の記念
枡と記念写真集「知と創造の拠点名古屋大学の歴史」が配
付されました。
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１　男声合唱団 OB による斉唱
２　銘板除幕式の様子
３　祝賀会の様子
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　第５回名古屋大学ホームカミングデイが、10月24日
（土）、東山キャンパスにおいて、全学同窓会の共催を得て
開催されました。当日は、あいにくの曇り空の中、同窓生、
在校生の家族、近隣住民の方々を中心に、約4,200余名も
の参加がありました。
　ホームカミングデイは、卒業・修了生、在学生及びその
家族、地域の方々等に、本学の教育・研究の活動状況や優
れた成果を紹介するとともに、本学構成員との交流の場を
提供し、本学の活動を理解してもらうことを目的として開
催されており、今年は５回目の開催となります。
　今回は、「人と人とを結ぶメッセージ」をメインテーマ
とし、様々な表現手段から見るコミュニケーションの重要
性について考えました。同テーマには、本学が積み重ねて
きた70年の歴史が、諸先輩から受け継がれてきた伝統と本
学の強力な支援者であるみなさまとの強い結びつきの上に
成り立ってきたことへの感謝の気持ちが込められていま
す。今年は、本学が昭和14年に名古屋帝国大学として創立
されてから70周年を迎える記念の年であるため、記念事業
の一環として名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート
なども併せて開催されました。
　昨年同様、当日の運営には、名大祭本部実行委員会や陸
上部、サッカー部、アメリカンフットボール部、剣道部、
柔道部に所属する多くの学生が加わり、教職員と力を合わ
せ総合案内、会場整理などの業務にあたりました。

■創立70周年（創基138周年）記念事業
　創立70周年（創基138周年）記念事業の一環として、豊
田講堂では名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサート、
博物館では、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）－」と博物館
特別講演会「名古屋大学の歴史を語る」が行われました。
　名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサートは、保護者
等及び一般の方々を対象とした第１部、同窓生及び教職員
を対象とした第２部の２回にわけて行われました。どちら
の部にも多数の応募があり、抽選で選ばれた各900名がコ
ンサートを楽しみました。
　なお、名古屋大学基金に対し、100口以上の寄附をいた
だいた高額寄附者の方で、鑑賞を希望された方には、支援
に対する感謝の意を表するため、指定席を用意しました。
　昨年12月、プレ事業として行われた公演に引き続き、指
揮は、20代半ばの若さで、今後の活躍が大いに期待されて
いる川瀬賢太郎氏が務め、初めてクラシックのコンサート
に訪れた方でも楽しめるよう、歌劇「フィガロの結婚」序
曲、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲、交響曲第９
番「新世界より」といった比較的有名な曲目が演奏されま
した。ヴァイオリン協奏曲では、高校１年生でありながら、
既に数々の賞を受賞し、将来を嘱望されている郷古　廉氏
が独奏し、観客を魅了しました。
　博物館での記念展示には1,000名以上の方が来場され、
写真や映像、実物標本資料の展示などにより、本学の源流
と現状について、見識を深めていました。
　また、博物館特別講演会では、羽賀大学文書資料室長が、
明治４年の仮病院・仮医学校の設置から、幾多の変遷を経
て現在の本学に至った138年の歴史について、それぞれの
時代の写真等を紹介しながら分かりやすく説明し、参加者
は最後まで熱心に耳を傾けていました。
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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「人と人とを結ぶメッセージ」を開催



■テーマ企画「学術講演会・文科系リレー学術講演会」
　今年のテーマ企画として、シンポジオンホールにおい
て、学術講演会「日本漫画の創造性と芸術性」と文科系リ
レー学術講演会「文の世界－書簡・通信・コミュニケーショ
ンが開催されました。
　学術講演会では、情報文化学部の卒業生である山崎聡子
東海ラジオアナウンサーの司会のもと、元「週刊少年サン
デー」編集者の武居俊樹氏を迎え、町田　健文学研究科教
授とともに、日本漫画を代表する一人である赤塚不二夫氏
の作品を題材に、表現媒体として日本漫画が広く受け入れ
られている理由や漫画の芸術的価値について、その本質に
迫る議論が行われました。講演会終了後、赤塚氏の作品に
関するグッズを参加者全員に配布しました。
　文科系リレー学術講演会は２部制で行われ、第１部「海
をわたる文」では、星野幸代国際言語文化研究科准教授
による「現代台湾映画におけるラブレター」、池内　敏文
学研究科教授による「漂着船にみる19世紀日朝の文化交
流」と題した講演が行われました。第２部「時をわたる
文」では、伊藤信博国際言語文化研究科助教による「パ

ロディに潜む教訓－『果蔬涅槃図』（若冲作）を絵得く－」、
榊原千鶴文学研究科助教による「女性が学ぶということ
－『からすまる帖』にみる〈知〉の継承－」と題した講演
が行われました。
　講演会終了後には、教育学部卒業生の夏目みな美中部日
本放送アナウンサーの司会のもと、俳優、執筆活動等、幅
広く活躍している辰巳琢郎氏を交えたトークセッションが
行われました。講演会の内容を掘り下げながら、一般の方
にわかりやすく解説する辰巳氏のトークに、会場は大いに
沸いていました。
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■名大キャンパス雑木林の生物多様性を観察しよう！
　東山キャンパスは市街地に位置し、狭いながらも国立大
学有数の雑木林が残っています。大学院生命農学研究科、
博物館等の協力により、雑木林の散策と東山キャンパス内
で見ることができる樹木、昆虫、鳥のパネル展示を開催し
ました。
　雑木林の散策では、参加者が散策コースで確認できる樹
木、草などを記した「雑木林マップ」を片手に、山本総長
顧問や西田佐知子博物館助教の説明により、野依記念学術
交流館の裏手にある雑木林が生い茂る道を約40分かけて散
策しました。参加者は、樹木や草などを観察しながら生物
多様性について学んでいました。当初は３回の予定でした
が、申込者多数のため、急遽４回目を実施しました。参加
者には、博物館が作成した東山キャンパスで見られる鳥の
絵はがきが配付されました。

　野依記念学術交流館１階では、「雑木林の生物多様性」
と題し、散策コースに見る樹木、散策コースに生息する昆
虫や鳥、本学の記念樹などに関するポスター展示、来年10
月に名古屋市で開催される生物多様性に関する国際会議
「生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）」に関連す
る展示、さらに、東山総合公園の協力で、東山の森の紹介
と東山動植物園の活動に関する特別展示が行われました。

■スポーツ行事
　昨年同様に陸上競技場ではスポーツ行事が開催され、今
年は、午前中に名古屋グランパススクールコーチによる
「親子ふれあいサッカー教室」、午後からは、元中日ドラゴ
ンズの投手である落合英二氏と本学経済学部の卒業生で中
部日本放送アナウンサーである若狭敬一氏による「親子ふ
れあい野球教室」が行われました。
　両教室とも事前の申し込みを行い、多数の応募があった
ため、サッカー教室については、名古屋グランパスの好意
により申込者全員を受け容れ、野球教室については抽選を
行い、選ばれた親子がそれぞれ１つのボールを追いかけ、
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学術講演会

雑木林の探索をする参加者

親子ふれあいサッカー教室



楽しく汗を流しました。
　今年は、陸上競技場での行事の他にも、2004年アテネパ
ラリンピックの柔道60キロ級銀メダリストの広瀬　誠愛知
県立名古屋盲学校教諭による「人生を豊かにした二つの力」
と題した講演が、野依記念学術交流館２階カンファレンス
ホールにおいて実施され、その後、第４体育館で、柔道教
室が開催されました。

■多彩な講演会・展示の数々
　テーマに関する講演、展示に加えて、各学部・大学院が
主催する催しが数多く行われました。
　野依記念学術交流館２階カンファレンスホールでは、環
境医学研究所市民公開講座2009「脳の機能の不思議」が開
催され、学内外から講師５名を招き、「脳の中の時間」を
はじめとした５つの講演とパネルディスカッションが行わ

れました。会場は、立ち見が出るほどの盛況で、参加者は
興味深く講演に耳を傾けていました。
　IB 電子情報館では、大学院医学系研究科による「生活
習慣病予防～メタボリック症候群の予防とがんの予防につ
いて～」と題した公開講座及び医学部保健学科による「少
子高齢社会と患者家族支援」と題したライフトピア地域支
援研究センターの活動報告会が行われました。
　理学部１号館では、大学院多元数理科学研究科による「数
学を研究するってどういうこと？」と題した講演が、大学
院国際開発研究科オーディトリアムでは、「途上国におけ
る地方分権化と森林管理」と題した講演が行われました。
　附属図書館では、「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－」と題した秋季特別展、オープ
ンライブラリー及び附属図書館見学ツアーが催されました。
　博物館では、創立70周年（創基138周年）記念事業以外に、
第18回企画展「剥き出しの地球－南極大陸」が開催されま
した。同時に、様々な学部・研究科の学生がそれぞれの専
門を活かして博物館内をガイドする「博物館ガイドツアー」
や「考古学イベント：触れて感じて学ぶ！縄文時代」と題
し、参加者と貝塚標本から温暖化や食生活を考えたり、縄
文の布でコースター作りを行うイベントを開催しました。
　また、情報基盤センターでは施設公開を行い、参加者は、
スーパーコンピュータやバーチャルリアリティシステムを
興味深そうに見学していました。

■その他趣向を凝らしたイベント
　豊田講堂南側ピロティの販売コーナーでは、昨年と同様
に附属図書館の本のリユース市、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の大地
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で育てられた生産物の販売、大学生協による名大グッズ等
の販売、名古屋大学出版会による刊行物の割引販売が行わ
れました。
　本のリユース市には、附属図書館で不用となった貴重な
学術書や珍しい辞典などが数多く出品され、開場前から行
列ができるほど盛況で、多くの方に有償あるいは無償で譲
ることができました。この収益金は、学生によって選書さ
れる学生のための図書購入費に充てられる予定となってい
ます。
　また、名大グッズの新商品の販売も行われ、その効果も
あってか、大学生協の売り上げも昨年以上の結果となるな
ど、終日多くの人で賑わっていました。

■同窓会、保護者対象企画行事、運営
　今年は、10月17日（土）に名古屋大学創立70周年（創基
138周年）記念式典が開催されたため、全学同窓会総会は
実施されませんでしたが、各学部・大学院の同窓会関係行
事については例年どおり行われました。「中教審の審議と
国際的動向から見た大学教育改革の方向性：アウトカムを
重視したアプローチを中心に」（教育学部）、「今なぜ裁判
員か－裁判員制度誕生の経緯と意義－」（法学部）、「名古
屋市の交通事業がなぜ黒字になったか」（経済学部）等の
講演会は、同窓生のみならず在校生の保護者や一般の方々
にも開放し開催されました。また、修了記念の植樹式（経
済学部）、卒後10年記念懇談会（情報文化学部）、量子エネ
ルギー工学教室40周年記念シンポジウムなど、同窓会なら
ではの行事も行われ、参加した同窓生が学生時代の良き思
い出を語り合う姿が見受けられました。
　また、教育・研究をはじめとする大学の取り組みをご理
解いただき、強力な支援者となっていただくため、保護者
等対象企画行事を開催し、今年は12の学部や研究科におい
て、教育目標・教育課題、進路・就職状況等に関する説明や、
教員と保護者との面談形式での相談会が行われました。
　さらに、昨年同様に保護者等対象企画行事に参加した方
全員に、大学生協の無料食事券を配布し、日頃、学生が食
べている食事を体験してもらう企画を実施しました。今回
は、８月に大学から情報発信として送付したパンフレット
を持参した方にも、大学生協の無料食事券を豊田講堂にお
いて配布しました。配布と同時に準備した券がなくなり、
追加発注する盛況ぶりで、多くの方々が学食を楽しみま
した。
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　国際学術コンソーシアム（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」が、10
月30日（金）、野依記念物質科学研究館において開催されま
した。AC21とは、世界の大学、研究機関及び企業で構成
された国際的な学術ネットワークで、高等教育の発展のた
めにグローバルなレベルでの相互協力をより一層促進させ
るとともに、国際社会及び地域社会に貢献するため構築さ
れた共同体です。同シンポジウムは、AC21のメンバー校
がダブルディグリープログラムに関する理解を深め、高等
教育における国際連携を深める手段として同プログラムを
活用するための課題を明らかにすることを目的として開催
されました。
　まず、二宮　皓放送大学広島学習センター所長から基調
講演があり、国際競争の激化に伴って、あらゆる面におけ
る資本提携、系列化、連合化の動きが世界規模で進行して
おり、高等教育も例外ではないことが紹介されました。一
般にダブルディグリー制度とは、一定期間において複数の
大学で履修し、それらの大学から複数の学位を取得すると
いう意味で用いられています。この制度は大学教育の付加
価値を高め、学生の被雇用能力を高めるという意義をもっ
ています。ダブルディグリーを実施する際には、単位互換
の仕組み、学生への指導体制の整備、学位記の様式などを
調整する必要があり、教育の質を維持しつつ履修年限を短
縮する工夫が求められます。
　引き続き行われたラウンドテーブルセッションでは、最
初に、ジョン・タプリン オーストラリア・アデレード大
学副学長からメンバー校におけるダブルディグリープログ
ラムの実施状況について紹介がありました。同プログラム
は、メンバー校では1990年代以降に発足しており、アカデ
ミックな分野よりもプロフェッショナルな分野において顕
著であること、大多数のケースにおいて教授言語は英語で
あること、学生募集においてさまざまな課題が存在するこ
となどが指摘されました。続いて、ジェームズ・ケネディ 

イギリス・ウォリック大学国際部長から、相互の大学の戦
略において同プログラムをどのように位置づけるか、メン
バー校の相互協力において、同プログラムをどのように活
用するべきか、という問題提起がありました。
　最後に行われた総合討論では、日本では大学院設置基準
において大学院の単位互換に上限が設けられていることが
ダブルディグリープログラムの履修年限を短縮する上での
制約になっていること、同プログラムを学生にどのように
広報し、奨励したらよいかなど、フロアから活発な意見が
飛び交いました。
　一方、同シンポジウムに先立って、AC21の運営委員会
が29日（木）、30日（金）の２日間、文系総合館カンファレン
スホールにおいて開催されました。渡辺副総長が議長役を
担当し、開催校を代表して濵口総長より歓迎のあいさつが
ありました。続いて、ノースカロライナ州立大学の代表か
ら昨年７月に開催された国際フォーラムの報告、ケムニッ
ツ工科大学の代表から今年６月に行われた学生フォーラム
の報告がありました。また、この場において、フランス・
ストラスブール大学と南アフリカ・ステレンボッシュ大学
のAC21への加入が正式に認められました。
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　宮田理事が、11月５日（木）、６日（金）の２日間、ペルー・
リマ市を訪問し、第１回日ペルー学長会議に出席しました。
　同会議は、東海大学国際戦略本部が主催し、地球規模の
人類の安全に関わる問題に大学がどのように取り組むの
か、その英知を共有することを目的に、日本人ペルー移住
110周年の関連行事として、国立サンマルコス大学におい

て開催され、ペルーから８大学、日本からは、東京大、東
京農工大、茨城大、筑波大、早稲田大、立命館大、東海大、
東京農業大、独立行政法人科学技術振興機構の９大学・機
関、また、カナダからクエスト大学が出席しました。サン
マルコス大学は、1551年に、当時宗主国であったスペイン
によって創立された、ペルー初の大学です。
　会議は、オープニングセッションに始まり、「科学技術
の研究における大学の役割」、「人類の安全のための医療画
像情報」など様々なテーマについてセッションが行われ、
宮田理事は、「日・ペルー間の更なる協力関係の構築」と
題したセッションで、本学の研究活動とペルーの大学との
協力の可能性について発表しました。
　今後、我が国とペルーの大学間で、工学分野、医学分野、
地球環境分野、防災分野等での学術交流が期待されます。

　宮田理事が、10月15日（木）、16日（金）の２日間、
宇田川幸則法政国際教育協力研究センター准教授ととも
に、中国・天津市を訪問し、第６回日中学長会議に出席し
ました。
　同会議は、文部科学省及び中国教育部の主催により、平
成12年に第１回会議が東京で開催されて以来、２年に１

回、日中交互に開催されているもので、今回は、南開大学
が会場となりました。
　中国教育部の主催で行われた今回は、日本の21大学・機
関、中国の21大学・機関から、約150名が参加しました。
　会議では、日中の学術交流の意義と、両国の交流の現状
と課題についての情報を共有し、高度な学術研究交流と若
手人材育成の促進、参加機関における学生交流の促進を確
認しました。
　その中で、宮田理事は、大学の人材育成や、国際的に教
育・研究を展開するための取り組みについて発表しました。
　さらに、自由討議が行われ、日中双方の大学より、アジ
ア版エラスムス計画の検討、今後の日中学長会議のあり方
等について、活発な議論が交わされました。次回は京都大
学及び立命館大学が当番校となり、京都にて開催されるこ
ととなりました。
　なお、宮田理事は宇田川准教授とともに、滞在中、清華
大学、南京大学、北京大学、上海交通大学、復旦大学、南
開大学、国家留学基金管理委員会を訪れ、個別に研究及び
学生交流について懇談し、また、17日（土）には、宇田川准
教授が南開大学創立90周年記念式典に出席しました。
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　濵口総長は、10月26日（月）に函館にて開催された国立大
学協会総会へ出席した機会を利用して、27日（火）、28日

（水）の両日、高橋理事らとともに、太陽地球環境研究所附
属ジオスペース研究センター陸別観測所等を視察しました。
　総長一行は、27日（火）、松見太陽地球環境研究所長、
水野陸別観測所長の案内で、陸別町の施設である「りくべ

つ宇宙地球科学館」の一角に設置された陸別観測所を視察
し、赤外線フーリエ分光器、可視分光計、高感度 CCD カ
メラ等の装置・機器の説明を受け、オーロラ、オゾン層の
観測をはじめとする同観測所の役割・機能と研究成果につ
いて理解を深めました。
　また、同日の夕刻には、陸別町役場へ金澤紘一町長を表
敬訪問し、太陽地球環境研究所に対する陸別町のこれまで
の協力に謝意を表明するとともに、同研究所が陸別町で実
施している出前授業、講演会等の社会貢献事業などを通じ
て、今後も協力関係を継続していくことについて闊達に話
し合いました。
　翌28日（水）には、同観測所から約15km 北西のポントマ
ム地区に平成18年に設置された大型短波レーダーのサイト
を訪れ、西谷　望同研究所准教授からレーダーの設置目
的、機能、観測データの収集状況等について説明を受け、
同研究所が全国各地の観測拠点で実施しているフィールド
ワークの現場を見学しました。

　益川教授特別セミナーが、11月11日（水）、IB 電子情報
館２階大講義室において開催されました。
　このセミナーは、愛知県との主催で、愛知県内の留学生
を含む学部学生、大学院生を対象に行われたもので、「あ
いちで学ぶ若者たちへ…私からのメッセージ」と題し、昨
年ノーベル物理学賞を受賞した益川敏英本学特別教授が、

この地域で学ぶ魅力について語りました。当日は、留学生、
日本人学生など約180名の参加がありました。
　まず、はじめに西村　眞愛知県副知事、宮田理事からあ
いさつがあり、その後、益川特別教授が、学生たちに向け
て、「10年、20年に耐えうる基礎的な知識を身につけるこ
とが大切」、「同じぐらいの知識を持った同世代の若者同士
で、自由闊達な議論をすることが大切」と、自身の学生時
代の体験談を交えながら、わかりやすく講演しました。
　講演後、活発な質疑応答が行われ、予定の時間を大幅に
超過して、大盛況のうち終了しました。
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　平成21年度文化勲章受章者、文化功労者が発表され、本
学関係者では、杉浦昌弘名誉教授が文化功労者として顕彰
されました。
　杉浦名誉教授は、昭和35年本学理学部を卒業、昭和37年
同大学院理学研究科修士課程を修了し、昭和42年本学にお
いて理学博士の学位を取得しました。広島大学、京都大学、

国立遺伝子学研究所を経て、昭和57年名古屋大学理学部教
授、昭和59年遺伝子実験施設長に就任し、平成12年、停年
により退職。その後、名古屋市立大学での勤務を経て、現
在は、椙山女学園椙山人間学研究センター客員研究員とし
て活躍しています。
　杉浦名誉教授は、植物の光合成器官である葉緑体の研究
の第一人者であり、このたびの顕彰は、植物分子生物学・
植物ゲノム科学の分野において、世界で初めて16万塩基対
におよぶタバコの葉緑体ゲノムの全塩基配列を決定し、葉
緑体固有の遺伝子発現機構を正確に再現するシステムを開
発して、医薬品開発、環境浄化などの応用につながる「葉
緑体工学」を生み出すなど、当該学問分野の発展に多大な
貢献をしたことによるものです。
　また、名城大学教授である飯島澄男本学特別招へい教授
が文化勲章を受章しました。このたびの受章は、炭素の新
素材であるカーボンナノチューブを世界で初めて発見し、
その構造を明らかにしたことによるものです。

　平成21年度名古屋大学大学院秋季入学式が、10月22日
（木）、野依記念学術交流館カンファレンスホールにおいて
挙行されました。
　同入学式は、大学院留学生特別コースや大学院医学系研
究科修士課程医科学専攻医療行政コース（ヤング・リーダー
ズ・プログラム）を含む、秋に入学するすべての学生を対

象としています。
　なお、大学院留学生特別コースとは、開発途上国等で
ニーズの高い分野において短期間に学位を取得したいとい
う要望に応えて、日本語を用いず英語による研究指導を行
うコースで、留学生の大半は、国費留学生で占められてい
ます。また、ヤング・リーダーズ・プログラムとは、開発
途上国の次世代を担う行政官で、原則経験年数５年程度以
上の40歳までの方を日本に招き、１年間の英語による教育
で修士学位を与えるコースです。今年度は、総勢119名が
本学で学ぶこととなりました。
　式典は、総長をはじめ役員及び研究科長の列席のもと、
名古屋大学交響楽団による奏楽で始まり、総長の辞、役職
員等の紹介に続き、大学院生命農学研究科のゴビンダム・
ベンカタシバ・スダカルさん（インド）が入学生総代とし
て宣誓を行いました。
　閉会後には、列席者を交えて記念撮影が行われ、入学生
はこれからの学生生活に期待を膨らませていました。
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　平成21年度秋季新入留学生歓迎懇談会が、11月12日
（木）、フレンドリー南部において開催されました。この会
は、今秋に入学した留学生を対象に、今後の留学生活が実
りあるものになるよう激励し、留学生と留学生関係職員と
の懇談を通して、一層の相互理解と交流を深めることを目
的として開催されたもので、当日は、新入留学生、教職員
など約300名の参加がありました。
　最初に、濵口総長から歓迎と激励のあいさつがあり、こ
れを受け、新入留学生を代表して、教育学部の張　辰華さ
ん（中国）と、大学院医学系研究科のアブデゥサトラヴァ・
クルカルさん（ウズベキスタン）が、それぞれ日本での留
学について抱負を述べました。
　続いて、宮田理事の発声により乾杯した後、懇談にうつ
りました。また、名古屋大学留学生会から本学における留
学生活動などが紹介され、石田留学生センター長の閉会の
あいさつの後、大盛況のうちに終了しました。

　濵口総長は、11月１日（日）、杉山理事とともに熱田神宮
西門を訪れ、第41回全日本大学駅伝対校選手権大会に出場
した本学の陸上競技部を激励しました。
　同大会は、熱田神宮と伊勢神宮を結ぶ８区間106.8km の
コースで行われ、熱田神宮西門はそのスタート地点になり
ます。今回の出場は、６月に行われた東海地区予選会を中
京大学に次いで２位で通過したことによるもので、平成16
年度の出場以来５年ぶりの出場になります。
　総長は、大学院工学研究科博士課程前期課程２年の１区
走者である藤永紘基選手に激励の言葉を述べた後、応援に
駆けつけた本学応援団とともに、選手団のスタートを見送
りました。
　本学の出場選手８名は皆、粘り強い走りでタスキを繋
ぎ、25大学中18位と、出場した国立大学の中では最上位の
結果で、伊勢神宮のゴールを迎えました。

【叙勲】
［教育研究功労　関係］

瑞宝中綬章
稲毛　滿春　　名誉教授（養）
　　　　　　　元日通学園流通経済大学教授
　　　　　　　元名古屋学院大学教授

【褒章】

紫綬褒章
上村　大輔　　名誉教授（理）
　　　　　　　慶應義塾大学理工学部教授

　平成21年秋の叙勲及び褒章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。
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平成21年秋の叙勲・褒章受章者決まる
―本学関係者２名が喜びの受章―

濵口総長が全日本大学駅伝に出場した
陸上競技部を激励

平成21年度秋季新入留学生歓迎懇談会
を開催



　平成21年度名古屋大学職員創作美術展が、10月27日（火）
から10月29日（木）までの３日間、シンポジオンホールにお
いて開催されました。
　この美術展は、職員自ら創作活動を楽しみ、美術作品等
の鑑賞を奨励するとともに、潤いのある情操豊かな生活、
余暇の一層充実した活用を促し、生活に根ざした文化の普
及・高揚に資することを目的として毎年開催されているも
ので、今年で17回目を迎えました。
　出展種目も絵画、絵手紙、彫刻、写真、書道、手工芸と
幅広く、多くの力作が展示され、鑑賞に訪れた延べ200名
近い職員等は、芸術の秋を心ゆくまで満喫していました。

　平成21年度愛知地区国立大学法人等退職準備セミナー
が、11月６日（金）、シンポジオンホールにおいて開催され
ました。同セミナーは、愛知教育大学、名古屋工業大学、
豊橋技術科学大学、豊田工業高等専門学校、自然科学研究
機構岡崎地区の５機関との共催により開催され、平成25年
度までの定年等退職予定者とその配偶者合わせて148名の
参加がありました。
　まず、藤井理事のあいさつがあった後、財団法人教職員
生涯福祉財団の専門講師である鈴木啓三氏による「生涯生
活設計づくりに向けて・退職後の健康プラン・退職後の生
きがいプラン」、高橋光夫氏による「共済年金・退職後の
医療保険」及び花輪　治氏による「経済生活プランの作成」
と題する講演が行われ、参加者は熱心に聴講しました。講
演終了後に設けられた個別相談コーナーでは、多数の相談
が寄せられるなど、参加者の関心の高さが伺われ、盛況の
うちに終了しました。

　平成21年度名古屋大学事務系職員企画力向上研修が、11
月５日（木）、豊田講堂第１会議室で実施されました。
　この研修は、事務上の問題点、要改善点に対して、業務
改善企画からパワーポイント、エクセル等を使った資料の
作成、提案に至るまでの方法について学び、事務系職員の
企画力向上に必要な能力の養成を図るとともに、事務系職
員の資質向上に繋げることを目的として実施したもので、
今年度は25名が参加しました。
　研修では、文書要約、企画書作成のための IT ツールの
活用及び業務改善企画書の作成をグループで演習し、最後
にグループに分かれディベート方式によるプレゼンテー
ションを行いました。研修生は、企画のノウハウを学び、
プレゼンテーションを体験することにより、事務系職員と
しての資質の向上について改めて意識することとなりまし
た。今後は、各職場における業務の効率化と組織の活性化
の担い手として活躍が期待されます。
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平成21年度事務系職員企画力向上研修
を実施

平成21年度愛知地区国立大学法人等 
退職準備セミナーを開催

平成21年度職員創作美術展を開催



　名古屋大学男女共同参画推進（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「女性研究者
のキャリア深化のためのシステム改革」が、10月30日（金）、
野依記念学術交流館において開催されました。本学では、
平成19年度に、文部科学省科学技術振興調整費「女性研究
者支援モデル育成」事業として「発展型女性研究者支援名

大モデル」が採択され、これまで次世代の女性研究者の育
成と支援のための活動を行ってきました。今回のシンポジ
ウムは、同事業の最終年度として、これまでの支援事業に
ついて総括を行うとともに、次のステップに向けた新たな
展開を目指して開催されました。
　まず、濵口総長から開会のあいさつがあった後、武川恵子
内閣府大臣官房審議官による「女性研究者のキャリア深化
をめざして」と題した基調講演、岡谷茂雄文部科学省科学
技術・学術政策局科学技術・学術戦略官による「普通の国
になりたいなあ」、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による「女性研究者の特性を活か
す」と題した特別講演が行われました。
　続くパネルディスカッションでは、産学官それぞれのパ
ネリストにより、女性のキャリアアップと支援の取り組み
について話し合われました。さらに、文部科学省科学技術
振興調整費「女性研究者養成システム加速」に採択された
機関を迎えて、大学における男女共同参画の取り組みにつ
いての情報・意見交換、全国の大学・研究機関など40機関
の女性研究者育成・支援事業を紹介するポスターセッショ
ンが行われました。

　平成21年度メンタルヘルス講習会「セルフケアセミナー」
が、10月13日（火）、14日（水）に、また、「ラインケアセミ
ナー」が、10月27日（火）、28日（水）に、それぞれ東山及び
鶴舞地区において開催されました。
　「セルフケアセミナー」は、一般教職員を対象に、「自分
の健康は自分で守る」というセルフケアの考え方を理解し、

ストレスへの気づきと対処法を身につけ、日常生活での実
践につなげていくことを目的として開催されたもので、両
日合わせて約220名が参加しました。講習会では、自律訓
練法やエゴグラム、リフレーミングなどの演習や講義を行
い、参加者は、その中で自分自身の傾向を知り、ストレス
への具体的な対処の手法を体得することで、セルフケアの
大切さについて理解を深めました。
　また、「ラインケアセミナー」は、管理監督者を対象に、
ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識を理解
するとともに、上司が部下の心の健康づくり対策のために
行う活動、つまりラインケアを行うための管理監督者の責
任と役割を認識し、日常的に行うべき部下への対応を理解
することを目的として開催されたもので、両日合わせて約
100名が参加しました。参加者は、職場のメンタルヘルス
対策の重要性及びメンタルヘルスケアにおける管理監督者
のあり方について学びました。
　両セミナーとも、講義を聴くだけでなく、演習や実習を
中心とした講習会であったため、参加者はより積極的に参
加することができました。
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男女共同参画推進シンポジウムを開催

平成21年度メンタルヘルス講習会を開催



　第53回、54回防災アカデミーが、10月21日（水）、11月11
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。
　第53回では、室崎益輝関西学院大学教授により「減災と
危機管理」と題した講演が行われました。室崎教授は、阪
神・淡路大震災を例に、「事後の対策」より「事前の対策」

が重要と訴え、ハードウェア、ソフトウェア、ヒューマン
ウェアが合わさってはじめて地域防災が強固なものになる
と強調しました。また、危機管理について説明し、組織の
防災を進めるにあたって、個人の防災が重要であることを
示し、「減災」を目指して、日常的に皆が力をあわせて「備
える」ことが重要である、と話しました。
　第54回では、溝口常俊環境学研究科教授により「鸚鵡籠
中記にみる自然災害」と題した講演が行われました。300
年前に、尾張藩士により27年間にわたって記録された膨大
な量の日記の中から、地震や火災などの災害の記載を抽出
すると、公的な災害の記録である「愛知県災害誌」とは比
べものにならないくらいの頻度であったことが分かること
から、溝口教授は、当時の人々にとっては、災害は忘れた
頃にやってくるものではなく、むしろ、身近な存在であっ
た可能性を指摘しました。また、減災の重要性から、過去
の災害における減災の成功例や失敗例が記された古文書を
詳細に読み解くことが有効であると指摘しました。

　平成21年度日本数学コンクール表彰式が、11月３日
（火）、野依記念学術交流館カンファレンスホールにおいて
挙行されました。
　今回は、受賞した生徒とその保護者等、約120名が出席
しました。表彰式では、東海高校吹奏楽部による弦楽四重
奏の演奏に続いて、濵口総長及び小島寿文愛知県教育委員

会指導主事からあいさつがあった後、８月９日（日）に行わ
れた第20回日本数学コンクール、第13回日本ジュニア数学
コンクールで優秀な成績を収めた70名及び第10回数学コン
クール論文賞で優秀な論文を作成した６組９名に対し、総
長から賞状及びメダルと副賞が授与されました。
　続いて、大賞及び論文賞金賞を受賞した生徒からそれぞ
れ受賞の喜びと感謝の言葉が述べられました。
　表彰式終了後には恒例の「問題解説」が実施され、問題
作成委員会の各教員から問題に対する解答と、そこに辿り
着く過程や考え方について解説が行われ、参加した小・中・
高校生は、メモを取りながら熱心に聞き入っていました。
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第53、54回防災アカデミーを開催

平成21年度日本数学コンクール表彰式を挙行



　東南アジア、西アフリカ、南米アマゾン川流域
では雨季に河川が氾濫し毎年大規模かつ長期間に
渡る大洪水が発生します。また、近年、世界規模
で乾燥・砂漠化や多雨による洪水といった異常気
象が報告されています。この洪水という過酷な環
境下では多くの植物は生育することが出来ませ
ん。移動することの出来ない植物が、過酷な環境
に適応するにはその環境を克服する何らかの新し
い機能を獲得しなければなりませんが、東南アジ
ア、西アフリカ、南米アマゾン川流域には、この
洪水という非常に厳しい環境を克服した浮イネと
呼ばれるイネがあります。通常のイネ（１m程度）
は水没すると呼吸が出来ず水没し溺死します。一

方、浮イネは一般的なイネの栽培条件である浅水
の環境では、通常のイネと変わらず１m 程度の
草丈を示しますが、洪水などの急激な水位の上昇
が起こると、直ちに草丈の伸長（節間伸長）を行
い、葉を水面に出すことで呼吸を確保し水没する
ことなく生存できるのです（イネの茎は空洞で、
水遊びに使用するスノーケルのような役目をして
います）。浮イネの洪水に対する回避能力、つま
り深水による伸長能力は著しく、水位の上昇を感
知し、急激に草丈を伸長させます。中には、ビル
３階の高さ約10m 以上の深水でも生存できるも
のもあります。このように、浮イネは洪水に対し
て、驚異的なスピードで草丈を伸長し、呼吸を確
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洪水耐性イネの分子メカニズムを解明

芦苅　基行　生物機能開発利用研究センター教授



保するという戦略を獲得し、進化した結果、洪水
という環境変化を克服したわけです。急激な環境
変化に伴い、植物がこれほどまでに大きさを変化
させる例はあまりないかもしれません。私たちの
研究グループはこの深水依存的な伸長を制御する
遺伝子の同定に成功するとともに、浮イネの伸長
メカニズムについて分子レベルで明らかにするこ
とにも成功しました。

浮きイネの深水依存的な伸長メカニズム
　イネが水没すると“エチレン”というガス状
の植物ホルモンが発生し蓄積します。空気中に
比べ、水中ではエチレンの拡散は1/10,000と小さ
いため、イネの中でエチレンガスが物理的に閉
じ込められるためです。浮イネはスノーケル１
（SNORKEL1）とスノーケル２（SNORKEL2）
というエチレンに反応する遺伝子を染色体の中に
保持しています。イネの体内にエチレンが蓄積す
るとこれらの遺伝子が働き、イネの伸長のスイッ
チが入り、伸長が始まります。一方、通常の栽培
イネはこの遺伝子を保持していないために、水没
しても伸長できないのです。
　我々が食べている通常のイネは約8,000年の年
月をかけて、ある野生のイネから栽培化されたと
考えられています。この野生のイネの遺伝子を調
べてみると、スノーケル１（SNORKEL1）とスノー
ケル２（SNORKEL2）の遺伝子を保持していま
す。つまり、イネはもともと洪水に対応できる
植物だったと考えられます。洪水が多発する場所
で栽培化されたイネは浮イネ性を保持しています
が。多くの栽培品種はこれらの遺伝子を保持して
いません。おそらく洪水のあまり起こらない場所
で栽培されるようになったイネは、これらの遺伝

子を保持する必要がなくなったと考えられます。
また、この遺伝子を保持したイネは通常の栽培条
件でも収穫時に背が高くなり、風雨で倒伏しやす
いようです。人間が栽培するに不適切な表現型を示
すので、積極的に除かれたのかもしれません。
　この研究成果は2009年８月20日付けの英国科学
雑誌「Nature」に掲載されました。

研究成果の応用
　東南アジアのデルタ地帯では、毎年、雨期に洪
水が発生し水位が数メートルに達します。この
地域の人々は、この洪水期に浮イネを栽培しま
す。洪水下で唯一収穫できる穀物だからです。し
かし、浮イネは収量が非常に低いことが知られて
います。現在、洪水に対応した高収量イネ品種
の育成は進んでおらず、収量の高い浮イネ品種の
作出が望まれています。これまでに、我々は浮き
イネの染色体の３カ所が深水における伸長性を制
御していること明らかにしました。そこで、この
３つの染色体断片を交配によって日本の栽培イネ
に導入したところ、日本の栽培イネが深水で伸長
できるようになりました。つまり、通常のイネに
浮きイネ由来の３カ所の染色体断片を導入すると
浮イネに変換することができるということになり
ます。我々はこれまでに収量を高くする遺伝子も
同定しており（Science 2005）、浮イネの遺伝子、
収量の遺伝子を組み合わせることでより良い浮イ
ネ品種の育成ができると信じています。実際に東
南アジアの洪水地帯に対応した、イネ品種の育成
を行っています。
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　東海地域は歴史的にも地震や台風による大災害
を頻繁に被ってきました。今後も繰り返す大規模
な災害を軽減させるためには、地域防災を支える
様々な専門家が協働することが重要であり、大学
はその繋ぎ手となる必要があります。
　大学院環境学研究科を中心とする安全・安心学
グループと災害対策室は、地域貢献特別支援事業
「中京圏における地震防災ホームドクター計画」
を2002年から実施し、地域の人々とともに防災力
向上のための活動を進めてきました。そのうち、
以下の２つの活動が全国的に高い評価を受け、こ
のたび相次いで栄誉ある賞を受賞しました。

■マスメディア・行政・研究者の連携
　2001年、「マスメディアと研究者のための地震
災害に関する懇話会（NSL）」が結成されました。
この会では、名古屋周辺の報道機関と大学と行政

機関が、平常時から連携を深め、災害軽減につい
て議論してきました。単なる勉強会や親睦会では
なく、災害時に地域社会をリードすべき専門家同
士が、互いに切磋琢磨できる場を目指し、その目
的はNSL（Network for Saving Lives）という英
語名称に端的に刻まれています。
　名古屋大学は、大学院環境学研究科の教員を中
心としてこの会の設立に深く関与し、事務局を
担ってきました。創設から８年、この間66回の例
会を開催し、地震科学や地震工学の最新の知識を
学び、行政担当者からは地域防災の現状と課題に
関する本音の意見を聞き、被害軽減のために短期
的・長期的に成すべきことを一緒に考えてきまし
た。丸一日かけて基礎を学ぶための防災担当記者
向け勉強会や現地合宿も行ったり、災害情報のあ
り方を巡って深夜まで議論を続けたこともありま
した。
　こうした地道な活動が評価され、10月25日（日）
に「日本災害情報学会廣井賞（社会的貢献分野）」
を受賞しました。この賞は、防災情報学の確立に
尽力し、2006年に急逝された故 廣井 脩 東京大学
教授の志を後世に伝えるための記念事業によるも
ので、災害情報分野で優れた貢献をした個人また
は団体等に対して授与されています。
　NSL が目指す連携のあり方は共感を集め、東
京・大阪・仙台・静岡・三重・高知等でも同様の
取り組みが始まっています。今回の受賞は、地域
に根ざした実直な考え方と、その先駆的な取り組
みが高く評価されたものであり、メディア・行政・
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廣井賞授賞式

NSL 合宿―想定東海地震で津波来襲が予測される渥美半島にて
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地域防災のための協働が「防災文化」をつくり始める

大学院環境学研究科／災害対策室



大学関係者一同、大きな喜びに包まれています。
また同時に、その名に違わない活動を今後も継続
させることの責任を、改めて重く感じています。

■建物の耐震化技術の開発と普及
　「愛知建築地震災害軽減システム研究協議会（減
災協議会）」は、地域の大学、行政、建築業界が
一体となって、地震に強い建物や都市の開発・普
及をめざす会です。2005年度から開始された文部
科学省特別教育研究経費のプロジェクトに基づ
き、本学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学の
建築構造の教員、愛知県・名古屋市の建設・防災
部局、建築関係団体により推進されています。
　具体的な内容としては、安価・効果的な耐震補
強技術の開発や、地域の耐震化戦略の検討など、
大学の持つ高度な実験施設や研究成果を有効に活
用した取り組みがなされています。また、地域を
あげた耐震化の普及啓発のため、大学の教育ノウ
ハウも投入して、建築専門家を対象とした耐震技
術コンペや耐震化アドバイザーの養成、高校生防
災リーダー養成、青少年向け出前講座のプログラ
ムと教材の開発、さらには子供向け「地震に強い
住宅の夢」図画コンクールなど、幅広い層に向け
た活動も継続しています。
　これらの活動が認められ、11月16日（月）に「日
本耐震グランプリ」で最優秀賞のグランプリを受
賞しました。この賞は、地震災害で人の命を守る
ために、住宅の耐震化や家具の固定を推進する活
動を対象としています。

　建物の安全性を高める地域活動は、国内でもい
くつかの例が見られますが、大学の研究者が継続
的にサポートすることにより、地域の建築技術者
が主体的に、住民と一緒に活動できる仕組みは本
事業に独特のもので、高い評価を受けています。
結果として、ここ数年で、この地域は耐震化で全
国を大きくリードするまでに育ちました。

　地域の様子を常に見守りながら、災害が起きる
前に、より強く健全なまちをめざす「地震防災
ホームドクター」の活動は、地域の地震防災文化
として認識され始めています。
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日本耐震グランプリ授賞式

小学生向けの耐震・防災授業



　法学部は、11月６日（金）、東京国際フォーラムにおいて、
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
～」を開催しました。同学部は、1990年代より市場経済化
や民主化を目指す体制移行国に対する法整備支援に積極的
に取り組んできており、その一環として、これらの国々か

ら留学生を受け入れてきました。今回のシンポジウムは、
人材育成の中でも特に平成17年から設置されている「日本
法教育研究センター」プロジェクトを中心として、これま
での留学生教育の取り組みを総括することを目的に、同学
部創立60周年記念行事の一環として開催したもので、内閣
官房、文部科学省、各国大使館、法曹関係者及び企業関係
者を含む、約150名の出席がありました。
　シンポジウムでは、大学が行う人材開発のあり方や、国
際教育研究拠点はどのように形成されるべきかを論点に、
本学教員、日本法教育研究センターが設置されている大学
の学長及び学部長、センター修了生等から様々な報告があ
りました。また、各国センターとテレビ会議を接続し、ウ
ズベキスタン、モンゴル、ベトナム、カンボジアの学生が
日ごろの学習の成果を披露しました。
　さらに、法学と日本語教育学の融合という独創的かつ先
進的な取り組みについて、日本語教育学の観点からの報告
と、本学のグローバル化戦略における大学院法学研究科の
活動ということで、「国際学術協力の拠点としての日本法
教育研究センター」と題した報告があり、盛況のうちには
閉会しました。

　大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センターは、
10月27日（火）、野依記念学術交流館において、社団法人キ
タン会との共催で、第24回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－」を開催しました。同シンポジウムは、これまでい
くつもの危機を経験しつつも、困難を乗り越えて工業化

と経済発展を実現してきた東アジアの産業集積が、昨年勃
発した米国発の世界金融経済危機の衝撃にどのように対処
し、今後を切り開こうとしているか、その動向と展望に光
を当てることを目的として開催されたものです。
　佐分理事、金井経済学研究科長の開会あいさつで始まっ
た同シンポジウムでは、まず、朽木昭文日本大学教授によ
る「世界経済危機と東アジア産業クラスターの展望」と題
する基調講演が行われました。朽木教授は、産業クラス
ター政策へのフローチャート・アプローチの有効性を論じ、
さらに中国、インド、アセアンで囲まれたアジア成長トラ
イアングルの中で産業連携を活かしていくことが、世界経
済危機後の東アジアの成長にとって重要であることを強調
しました。
　引き続き、両国の産業クラスターの状況や政策について
など３つのテーマ毎のセッションに分かれ、東アジア各国
の研究者から報告がありました。
　最後に、「東アジアと中部経済圏－現状と展望－」と題
するパネルディスカッションが行われ、東アジアにおける
産業クラスター間の連携の重要性やその中部圏に対する意
味などについて熱心な討議が続きました。
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シンポジウムの様子
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法学部創立60周年記念国際シンポジウムを開催
●法学部

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」を開催
●大学院経済学研究科



　大学院理学研究科は、10月24日（土）、野依記念物質科学
研究館講義室において、第18回理学懇話会を開催しました。
　今回は、「星雲の宇宙をめぐる」をテーマに、金田英宏
理学研究科附属南半球宇宙観測研究センター准教授と犬塚
修一郎同研究科教授が講演しました。
　金田准教授は、「あかり衛星の見た宇宙」と題した講演
の中で、中間赤外線から遠赤外線にわたる広い波長をカ
バーし、優れた分光性能を備えている「あかり衛星」の最
新の観測成果を披露し、新しく見えてきた大質量星形成領

域に生まれた星雲の世界の神秘に、聴衆をいざないました。
　犬塚教授は、「星と惑星、誕生の秘密」と題した講演を
行い、星誕生の数値計算の最新成果や惑星形成の現状を紹
介しました。また、すでに300個以上も発見されている太
陽系外の惑星の形成には、母体となる分子ガスの運動と進
化が重要な役割を果たしており、現在は連星系の形成と木
星などの大惑星の形成の境界が問題となっていることを解
説しました。惑星形成論の最先端を垣間みた聴衆は、太古
の太陽系の歴史に思いを馳せたようでした。

　懇話会終了後には、「高
校生のためのサイエンスカ
フェ」を開催し、講演者と
高校生らの熱心なやりとり
が続き、宇宙への関心の高
さを感じさせました。

　医学部小児科学講座は、10月31日（土）、豊田講堂におい
て、開講100周年記念市民公開講座を開講しました。
　小児科の医局員による演奏で始まった同講座では、ま
ず、小島勢二医学系研究科教授が「名古屋大学小児科百年
の歴史と今後の小児医療」と題した講演を行い、正しい医
療をしても理解されないことがある過酷な現場との認識か

ら、小児科医のなり手が少ない現状を紹介しました。
　続いて、「家族の立場からみた小児医療」というテーマ
で、入院闘病中の子どもたちを励ますボランティア活動を
している大竹由美子さん及び未熟児で生まれ、手術を繰り
返した植木雄大君の母倫枝さんが、医師らに感謝の言葉を
述べるとともに、小児科医の必要性を訴えました。
　また、イラクのバスラ教育病院に勤務しているアサード・
A・アミール医師による「イラクの小児医療と国際協力」、
作家の鎌田　實諏訪中央病院名誉院長による「子どもの命
を守りたい－がんばらない　けど　あきらめない－」と題
した講演も行われました。
　聴講者は500名にのぼり、盛況のうちに終了しました。
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第18回理学懇話会を開催
●大学院理学研究科

医学部小児科学講座開講100周年記念市民公開講座を開講
●医学部



　医学部附属病院は、11月５日（木）、災害医療研修を兼ね
た病院防災訓練（第２回地域密着型災害コース）を実施し
ました。
　同院は平成19年度から災害拠点病院に指定され、地域の
災害対策網の一員として役割を担うことになりました。こ
の研修は、短時間に非常に多くのマンパワーを必要とする

災害時に対応できる人材を育成するために、昨年から実施
しているものです。
　今回は、富山大学附属病院、三重大学医学部附属病院、
愛知医科大学、富士市立中央病院、静岡済生会総合病院か
らインストラクターを招へいし、同院から医師、研修医、
看護師、コメディカル、事務職員などの受講者38名、大学
院生、事務職員の模擬患者役18名の計56名が参加しました。
　まず、中央診療棟３階講堂において、松尾医学部附属病
院長のあいさつの後、インストラクターから災害医学総
論、災害医学各論等の講義が行われました。その後、５つ
のグループに分かれ、指揮命令系統の確立、一次トリアー
ジ、外傷治療、搬送、情報・通信の５つのスキルブースを
順次廻り、実習が行われました。
　最後にグループ実習の成果を活かし、災害を想定した全
体訓練が病棟南側のスペースで行われました。
　昨年と同様、多くの参加者から、実践的で大変有意義で
あったという声が聞かれました。

　グローバル COE プログラム「地球学から基礎・臨床環
境学への展開」は、10月20日（火）、地球生命圏研究機構等
を基軸に、南京大学の気候・地球変化研究院と実質的な交
流・協力関係を推進することを合意し、覚え書きを取り交
わしました。
　これは、10月20日（火）、21日（水）に、中国 南京で開催

された南京大学 気候・地球変化研究院の開設式典と記念
フォーラムで取り交わされたもので、本学からは、同プロ
グラムの拠点リーダーである安成哲三地球水循環研究セン
ター教授及びスーパーバイザーである山本進一総長顧問が
出席しました。本学は、南京大学と1982年に全学間学術交
流協定を結んでおり、これまでにも様々な交流・協力活動
が行われていますが、グローバル COE プログラムをベー
スとした連携は初めてとなります。
　同研究院は、大気科学、地球科学、地質学、環境学、リ
モートセンシング、生物学のみならず経済学、社会学など、
研究者の専門の枠を超えた全学的な組織で、南京大学の総
合大学の利点を生かして中国の社会経済的発展に対する緊
急の必要性に答えることを目指して設立されました。この
ような設立目的は、同プログラムの拠点が形成された目的
と、強く合致しており、フォーラムでは安成教授が同プロ
グラムの詳細について、その学術的背景などについて講演
を行いました。　
　また、式典では、多数の来賓の祝辞、銘版の披露ととも
に、安成教授が、同研究院のアドバイザー・評価国際パネ
ルの委員（副委員長）に就任しました。
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全体訓練の様子

講演する安成教授
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災害医療研修を兼ねた病院防災訓練を実施
●医学部附属病院

南京大学 気候・地球変化研究院と連携を合意
●グローバルCOEプログラム「地球学から基礎・臨床環境学への展開」



　博物館は、11月３日（火）、教育学部附属中学校・高校の
グラウンドにおいて、和式馬術部による流鏑馬などの和式
馬術の披露を催しました。
　当日は、雨天にもかかわらず300名の来場者があり、会
場は大いに盛り上がりました。例年は流鏑馬の披露のみで
したが、今年は流鏑馬に加え、馬上剣、馬上槍、打鞠の演
技もあり、毎年参加している方も、豊富なバリエーション
の演技を楽しんでいました。体験乗馬を楽しみに来場され
た方も多くいましたが、雨天のため中止せざるを得ません
でした。
　次回の流鏑馬披露は、来年度秋頃を予定しています。

　農学国際教育協力研究センター（ICCAE）は、11月４日
（水）、2009年度第５回オープンセミナーを開催しました。
　今回は、５月から11月までの任期で ICCAE 客員研究員
を務めたピーター・マシンデ ケニア ジョモケニヤッタ農
工大学上級講師が、ネリカ米の耐冷性を日本のイネ品種と
の比較により評価した結果を報告しました。
　ケニアでは、コメの消費が急速に拡大しており、輸入が
急増しています。コメの増産を図るため、ケニア中央部の
高原地帯へのネリカ米の普及が期待されていますが、雨季
の低温による冷害が普及を阻害しており、マシンデ客員研
究員は、ネリカ品種の耐冷性には、弱いものから強いも
のまで、変異があることを報告しました。報告後には、活
発な質疑応答があり、耐冷性に加え、ケニアで求められる
様々な形質を備えたイネ品種の育成を進めることが重要で
あるなどの意見が出されました。

　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、10月31日（土）、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、農業ふれ
あい教室「親子農業体験」を開催しました。
　この教室では、近隣の小学生とその保護者を対象に、親
子で農業を体験・学習する機会として、毎年様々な企画を
実施しており、今回は、18家族54名が参加しました。
　参加者は、午前中、バターの作り方について説明を受け
た後、ミルクからバターを作る体験をしました。また、サ
ツマイモを掘りながら、１株につくイモの数や重さを測定
し、イモのでき方について学びました。午後は、水耕液で
栽培されているミニトマトを観察した後、試食し、おいし
いトマトの作り方や見分け方について学びました。また、ヤギ
とウシの世話、餌やりなどを体験し、家畜とのふれあいを
楽しみました。最後に、収穫したサツマイモを焼イモにし
て、自作バターで味付けし、秋の味覚を楽しみました。
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ウシの餌やりの様子

講演するマシンデ客員研究員

流鏑馬の様子

部
局
ニ
ュ
ー
ス

農業ふれあい教室「親子農業体験」を開催
●大学院生命農学研究科

ICCAE第５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

和式馬術部による流鏑馬供覧を開催
●博物館



　太陽地球環境研究所は、11月10日（火）、北海道足寄郡陸
別町の小・中学校において、陸別町との共催で出前授業を
実施しました。これは、同研究所の観測所がある同地にお
いて毎年開催しているもので、今年で６年目になります。
　今回は、イギリス・シェフィールド大学から来名してい
るバラン・ナナン同研究所客員教授を講師に、午前中は陸

別小学校の ５・６年生39 名、午後は陸別中学校の２年生
18名を対象に授業が行われました。
　それぞれの授業においてバラン客員教授は、前半は「大
気とオゾン層」と題し、大気の高さごとの分布やオゾン層、
フロンによるオゾン層の破壊や人間活動への影響及びそれ
に対して行われている対策について、通訳を介し、映像を
使って丁寧に説明しました。後半は「インドでの生活」と
題し、バラン客員教授の生まれ故郷であるインドのケララ
州をはじめとするインド全域の風景や様々な習慣、食生活
について紹介しました。
　生徒達は熱心に聞き入っており、講演後には、将来のオ
ゾンホールや、インドの代表的な食事であるカレーなどに
ついて、数多くの質問が寄せられました。

　エコトピア科学研究所は、９月14日（月）から16日（水）の
３日間、豊田講堂において、「環境技術および資源マネジ
メント国際会議2009」を開催しました。同会議では、今日
の世界が直面している環境、エネルギー、資源循環に関わ
る諸問題の解決を目指しており、高度な情報通信技術によ
り、豊田講堂とスイスのダボス国際会議場を結んで同時に

開催されました。
　初日及び２日目に行われた全体会議では、スイスとの共
通時間帯を利用して、双方からそれぞれ４件の招待講演と
討論が交互に行われました。豊田講堂の中央スクリーンに
は講演発表用のスライドが、そして左右に講演者及び司会
者と質問者を含む相手方の聴衆が映し出され、あたかも両
会場の参加者が一堂に会しているかのような臨場感あふれ
る雰囲気となりました。このような大規模な双方向通信に
よる遠隔地国際会議の開催は世界初の試みでしたが、スク
リーンは高画質であり音声の遅延もなく好評でした。
　３日目には、一般の方々も参加して、第１回世界資源
フォーラムが開催されました。この会議はヨーロッパの環
境学者たちにより提案され、世界の資源問題に関心をもつ
専門家、実務者の賛同を得て今年はじめて開催されまし
た。同フォーラムに先立ち「愛知・名古屋からの発信－未
来につなぐ資源循環型社会と生物多様性に関する国際シン
ポジウム」が開催されました。その後、スイスから生中継
でフォーラムの様子が放映されるとともに、午前中のシン
ポジウムのまとめをダボス会場に発信しました。
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授業を行うバラン客員教授（右端）

会場の様子
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太陽地球環境研究所が北海道陸別町で出前授業を実施
●太陽地球環境研究所

環境技術および資源マネジメント国際会議2009を開催
●エコトピア科学研究所



　附属図書館及び同館研究開発室は、10月２日（金）から10
月30日（金）まで、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－」を催しま
した。
　今回の特別展では、附属図書館に所蔵されている2000冊
を超す「中等学校史誌コレクション」の中から、戦前に刊
行された旧制の中学校、高等女学校、実業学校に関わるも
のをピックアップして、生徒たちの学びや生活、進路の実
態を描き出すことを目的としました。また、本学が今年で
創立70周年を迎えたことから、それらの学校と、本学の前
身校との関わりを一つの柱とし、教育に関わる様々な種類
の貴重な資料を集めた名古屋市西図書館保管の成田文庫か
ら借用した成績表や入試問題集、すごろくなども併せて展
示しました。
　開催期間の前半は、藩校と旧制中学校との関係、高等女
学校の定着過程、明治後期に始まった受験競争と校内試験
の実態、実業学校で実施された様々な実習を示す資料を展
示し、後半には本学の前身校である第八高等学校、名古屋
高等商業学校、岡崎高等師範学校とのスポーツや演説会な

どを通した交流の一端、中等学校からみた進学先としての
姿や入学試験の実情がわかる資料を配置しました。
　３日（土）には、同館多目的室において、佐々木享本学名
誉教授による「名古屋帝国大学の創立と近代日本の中等
教育」と題した講演、吉川卓治教育発達科学研究科准教
授による展示解説が行われ、約50名の参加がありました。
佐々木名誉教授は講演で、ヨーロッパとの比較から、誕生
当初から応用科学の領域を抱え込んだ帝国大学の特殊性、
正系と傍系の進学経路の違い、日本の中等学校の実学主義
的特質などについて具体的に説明しました。続いて、吉川
准教授は、学校沿革史がまとまって保存されることが少な
いことを指摘した上で、展示資料からわかる中等学校の生
徒の学びと生活の様相を紹介しました。
　開催期間中には、関係学会や70周年記念式典、ホームカ
ミングデイなどの諸行事が開かれ、また博物館の企画展と
の連携もあったため、学生、教職員、他大学研究者、一般
の市民など、合わせて338名の来場がありました。学校沿
革史という、一見ありふれた書物がもつ資料的価値と魅力
を広く紹介する展示会・講演会となりました。
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講演する佐々木名誉教授

展示会場の様子
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附属図書館が2009年秋季特別展を開催
●附属図書館



　博物館は、11月３日（火）、11月12日（木）、第105回、106
回特別講演会を開催しました。
　第105回では、束田和弘博物館助教による「地質学者は、
なぜ、南極・セールロンダーネ山地をめざすか」及び第49
～51次日本南極地域観測隊・セールロンダーネ山地地学調
査隊隊員である阿部幹雄氏による「剥き出しの地球－南極

大陸」の２つの講演会が行なわれました。
　講演者の２人は、第50次日本南極地域観測隊員として寝
食を共にした体験の中から、南極大陸の魅力を多面的に解
説しました。講演後には、第50次隊員が南極で食べたフ
リーズドライ食品の試食会が開催され、会場は大いに盛り
上がりました。
　第106回では、本学創立70周年記念企画展の一環として、
高橋　昭本学名誉教授による「名古屋大学医学部の揺籃期」
と題する講演会が行われました。
　高橋名誉教授は、本学医学部の誕生に誰が尽力したかに
ついて、人の繋がりに焦点を当て、医学教育史について話
しました。また、尾張藩が開設した種痘所が、本学医学部
の起源とすれば、今年は創基157年になること、創設期に
大活躍した司馬凌海の記念碑が大須の大光院にあるが、本
学関係者には知られていないことなどを指摘しました。
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講演する高橋名誉教授
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博物館が第105、106回特別講演会を開催
●博物館



　名古屋大学では、先進的な教育・研究活動を支えるため、
建物の新築や改築にあたって、環境や省エネルギーのため
に様々な工夫をしていますが、今回は、平成22年度に発足
する「素粒子宇宙起源研究機構」が入る総合研究棟（地上
７階15,000m2）を例に、その取り組みを紹介します。

総合研究棟完成予想図

　この総合研究棟では、国立大学法人初の試みとして、全
館の照明器具の全てに高効率 LED（発光ダイオード）照
明を採用します。LED の特性を考慮した器具の配置や各
種照明制御を組み合わせることなどにより、年間約69トン
の二酸化炭素が削減され、電気代は一般的な建物と比べ約
36％の節約が期待できます。
　施設の長寿命化を図り、省資源、省エネルギーにも十分
に配慮。「人にやさしいまちづくり」に基づくバリアフリー
施設、安全衛生に配慮した居住空間の実現を目指していま
す。
　また、維持管理、更新を可能とする設備スペース等、将
来を考えた計画を環境・維持管理への配慮と位置づけて、
建物の省エネ設計に高断熱・高遮熱・高気密の仕様を採用。
夏季には、日差し斜めフィン・庇による日射制御や、居室
ドア欄間を開放できるようにした上、自然風を取り込むナ
イトパージ効果（※）が期待できる自然換気システムサッ
シの設置、建物の断熱性能の向上・日差しの照り返し防止
が期待できる屋上緑化を取り入れました。受変電設備に
は、超高効率型アモルファストランスを採用。さらに、将

来的に自然エネルギーを活用した太陽光発電システムが設
置できるスペースの確保、南面における夏季外気の冷却効
果が期待できるドライミスト、透水性ブロックによる外構
舗装を採用することで、雨水の流出制御等による地球環境
保全・省エネ性能の向上を図った最先端エコビルになる予
定です。

省エネ設計フロー

　施設管理部では、これらの対策により建築環境総合性能
評価システムの「CASBEE 名古屋」での S 評価の取得を
目指しています。
　館内には、ノーベル物理学賞を受賞した益川敏英特別教
授と小林　誠特別教授の研究室を設けるほか、大学院理学
及び工学研究科の研究室・実験室を各階の同一フロアーに
配置することにより、研究科間の学際交流と教育研究の一
層の活性化を図る計画です。

　この総合研究棟は来年１月に着工し、完成は平成23年３
月を予定してます。

※�ナイトパージ効果とは、夜間の外気を室内に送風することで建物の躯体を
冷却して、翌日の冷房負荷を軽減する方法です。
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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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最先端エコビル発「省エネ設計」



記事 月日 新聞等名

1 「古希」を迎える名大：創立70周年を迎えた本学の様々な取り組みが紹介される 濵口総長が本学の強みや課題を語る 10.16（金） 日刊工業

2 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：29日 片桐誠之工学研究科助教が講演 10.16（金） 日刊工業

3 全日本学生新人競技大会：伊藤 新さん本学学生（グライダー 個人２位） 10.16（金） 朝日（朝刊）

4 名古屋青年会議所10月例会「ナゴヤ発！環境未来」開催：22日 森川高行環境学研究科教授がパネリストとして参加 10.17（土） 中日（朝刊）

5 名古屋大学創立70周年（創基138周年）記念式典・祝賀会が行われる 10.18（日） 中日（朝刊）
他４社

6 シデコブシの生態と遺伝を研究する戸丸信弘生命農学研究科教授が紹介される 10.18（日） 中日（朝刊）

7 河村ウォッチ：河村名古屋市長は17日に名古屋大学創立70周年（創基138周年）記念式典・祝賀会に出席 10.18（日） 中日（朝刊）

8 竹岡敬和工学研究科准教授は1000分の１ミリ・メートルより小さい粒を含むゲルを作製し、粒の大きさや集まり方
を変えることで赤や青、緑などの色を作り出す

10.18（日） 読売

9 ここが聞きたい：林 希一郎エコトピア科学研究所教授が生物多様性条約第10回締約国会議について語る 10.19（月） 読売

10 現代日本誤百科（148）：「小柄な」門 町田 健文学研究科教授 10.19（月） 中日（朝刊）

11 「新聞配達の日」�中日新聞社配達員表彰式開催：18日 牛丸みゆきさん本学学生が県知事賞、藤原真志穂さん本学学
生が名古屋市長賞を受賞

10.19（月） 中日（朝刊）

12 アメリカンフットボール 東海学生リーグ：本学は13-3で四日市大学に勝利 10.19（月） 中日（朝刊）

13 なごやを語る 開府400年：益川敏英本学特別教授が名古屋の思い出を語る 10.20（火） 毎日（朝刊）

14 牛乳市民講座「ミルクですこやかな毎日を」開催：31日 松田 幹生命農学研究科教授が「ミルクの科学と歴史」の
題で基調講演を行う

10.20（火） 中日（朝刊）

15 現代日本誤百科（149）：この絵は「完成されていない」 町田 健文学研究科教授 10.20（火） 中日（朝刊）

16 日本チャイルド・ライフ研究会第９回カンファレンス開催：11月７日 佐々木美和医学部附属病院技術補佐員が実
践報告を行う

10.20（火） 中日（朝刊）

17 ハンドボール 東海学生リーグ最終日：本学男子チームは33-26で岐阜聖徳大学に勝利し、１部昇格となる 10.20（火） 中日（朝刊）

18 學生之新聞：岡本美紀さん本学学生が B 級スポットを取材し編集後記を執筆する 10.20（火） 中日（朝刊）

19 本学は新型インフルエンザに感染した受験生への対応に関して、26日の国立大学協会の方針決定を受け足並みを揃
える考え

10.20（火） 読売

20 訃報：藤岡俊健本学名誉教授 10.20（火） 読売
中日（朝刊）

21 現代日本誤百科（150）：安物に「手を出す」 町田 健文学研究科教授 10.21（水） 中日（朝刊）

22 博物館野外観察園野外実習「ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵」開催：11月21日 10.22（木） 読売

23 理学懇話会開催：24日 犬塚修一郎理学研究科教授、金田英宏理学研究科准教授が講演 10.22（木）
10.23（金）

中日（朝刊）
毎日（朝刊）

24 環境医学研究所市民講座「脳の機能の不思議」開催：24日 溝口博之環境医学研究所助教が講演 10.22（木）
10.24（土）

中日（朝刊）

25 数理ウェーブ開催：24日 大沢健夫多元数理科学研究科教授が解説 10.22（木） 中日（朝刊）

26 現代日本誤百科（151）：手を「臭う」 町田 健文学研究科教授 10.22（木） 中日（朝刊）

27 体験講座「楽しく動いて運動神経を良くしよう」開催：11月７日から毎週土曜日 島岡 清総合保健体育科学セン
ター教授が総合指導

10.22（木）
10.29（木）

中日（朝刊）

28 名大よ 創立70周年 OB から（１）：作家・アニメ脚本家�辻 真先氏本学卒業生が本学の思い出、将来への希望につ
いて語る

10.22（木） 毎日（夕刊）

29 田川智彦工学研究科教授はアルコールなどの化学原料を生成しながら発電できる反応器を開発 10.23（金） 日刊工業

30 大学３年の就職活動が始まり、大脇甲子男就職支援室長は「今も苦しんでいる４年生がいる。３年生は早く就職意
識を持って」と大学が計画する様々な就職ガイダンスへの参加を呼びかける

10.23（金） 朝日（朝刊）

31 アイスホッケー 中部学生選手権：本学は名古屋工業大学に1-0で敗れる 10.23（金） 中日（朝刊）

32 パーキンソン病講演会開催：31日 平山正昭医学部附属病院講師が講演 10.23（金） 中日（朝刊）

33 名大よ 創立70周年 OB から（２）：益川敏英本学特別教授は「自分は若い人たちに刺激を与えるという意味で助っ
人的な役割を果たすだけ」と語る

10.23（金） 毎日（夕刊）

34 名大よ 創立70周年 OB から（３）：濵口総長は大学の国際化を語る 10.24（土） 毎日（夕刊）

35 中嶋哲彦教育発達科学研究科教授は名古屋市教育会の活動について保護者に対して負担になっていると疑問を呈する 10.24（土） 朝日（夕刊）

36 本学は「就職ガイダンス」を文系・理系に分けて開催し、就職対策講座も昨年度の３倍に増やす 10.24（土） 日経（夕刊）

37 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「人と人とを結ぶメッセージ」開催：24日 10.25（日） 中日（朝刊）

38 マイクロロボットの研究に取り組む生田幸士工学研究科教授は、その技術をがんなどの新しい治療法開発に役立て
たいと考える

10.25（日） 日経（朝刊）

39 古森公浩医学系研究科教授は ATIS（アテローム血栓症）についての座談会に参加する 10.25（日）
11.� 8（日）

朝日（朝刊）
読売

40 名古屋商工会議所が「メディカル・デバイス産業研究会」を設立 本学からも１人が研究会メンバーとして参加 10.26（月） 日刊工業
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記事 月日 新聞等名

41 現代日本誤百科（152）：シェフ「渾身の」味 町田 健文学研究科教授 10.26（月） 中日（朝刊）

42 ラグビー 東海学生：本学は35-17で名古屋商科大学に敗れる 10.26（月） 朝日（朝刊）

43 名大よ 創立70周年 OB から（４）：作家�堀田あけみ氏本学卒業生は名大ブランドの誇りとプラスの個性、情報発信
力が重要と語る

10.26（月） 毎日（夕刊）

44 「クルマの未来とすそ野を広がりを考える懇談会」第１回会議開催：26日 座長を務める宮田理事は「産業構造が変
わる中で、ものづくりの中心である中部地区がどう対応するか考えたい」と提起する

10.27（火） 日経（朝刊）

45 工学研究科附属複合材工学研究センター講演会開催：11月２日 10.27（火） 日刊工業

46 国立大学協会は来春の大学入試における新型インフルエンザへの対応方針をまとめ、濵口総長を座長とするワーキ
ンググループを設置し情報提供することを決める

10.27（火） 読売

47 第29回東海・関西学生グライダー競技会開催：11月８日～15日 本学も参加 10.27（火） 朝日（朝刊）

48 10月27日は文字・活字文化の日：本学附属図書館が紹介され、濵口総長は高校生に「藤村詩集」を読むことを薦める 10.27（火） 中日（朝刊）

49 東海地方の中小企業が厳しい資金繰りに直面しているが、家森信善経済学研究科教授は「東海地方の金融機関の多
くは財務には余裕があり中小企業向け融資残高を圧縮している動きはない」と指摘する

10.27（火） 読売

50 名大よ 創立70周年 OB から（５）：菰野町長�石原正敬氏本学卒業生が本学の思い出、OB としてのこれからを語る 10.27（火） 毎日（夕刊）

51 飯島澄男本学特別招へい教授が文化勲章を授賞し、杉浦昌弘本学名誉教授が文化功労者に選ばれる 10.28（水） 中日（朝刊）
他５社

52 航空機技術のフロントランナー（４）：上田哲彦工学研究科教授は宇宙航空研究開発機構と共同で炭素繊維強化プラ
スチックの研究に取り組む

10.28（水） 日刊工業

53 現代日本誤百科（154）：余計なことに「足を突っ込む」 町田 健文学研究科教授 10.29（木） 中日（朝刊）

54 この人：第６回国際尿毒症学会賞を受賞した丹羽利充医学系研究科尿毒症病態代謝学寄附講座教授が紹介される 10.29（木） 中日（朝刊）

55 大幸セミナー「日本の中の愛知－経済史の視点から」開催：31日 塩澤君夫本学名誉教授が講演 10.29（木）
11.� 6（金）

中日（朝刊）

56 本学は来年度発足する「素粒子宇宙紀元研究機構」が入る総合研究棟を建設し、全館に LED 照明を設置すると発表 10.30（金） 日刊工業
他２社

57 研究室探訪：馬場嘉信工学研究科教授は医工連携の旗振り役であり、ウイルス検出感度の高い極限ナノバイオチッ
プを研究している

10.30（金） 読売

58 本学は名古屋工業大学、産業技術総合研究所と共同でナノテクノロジー関連分野で基本特許に周辺特許を組み合わ
せた特許群づくりに着手する

10.30（金） 日刊工業

59 医学部・医学研究科�公開講座「心も体も健やかに－オイオイ、といわれないために－」開催：11月21日 10.30（金） 読売

60 博物館�秋の野外実習「�ドングリからさぐる古代の知恵・自然の知恵」開催：21日 10.30（金） 毎日（朝刊）

61 講演会「HPV ワクチンと子宮頸がん」開催：11月１日 那波明宏医学系研究科准教授が講演 10.30（金）
10.31（土）

中日（朝刊）

62 医学部附属病院市民公開セミナー「神経疾患としての腰痛」開催：11月１日 10.30（金） 中日（朝刊）

63 新型インフルエンザ対策による入試の追試験について本学は検討中 10.30（金） 朝日（朝刊）

64 11月１日開催の第41回全日本大学駅伝に出場する本学陸上競技部の藤永紘基さん本学大学院生が紹介される 10.31（土） 朝日（朝刊）

65 水田 洋本学名誉教授は名古屋市長と議会の緊張関係について「市長と議会の緊張は本来あるべき姿」と話す 10.31（土） 中日（朝刊）

66 10月31日に開催された医学部附属病院小児科学講座開講100周年記念市民公開講座「子どもの命を守りたい」の様
子が紹介される

11.� 1（日） 中日（朝刊）

67 私の履歴書（１）：へそ曲がり人生 益川敏英本学特別教授 11.� 1（日） 日経（朝刊）

68 被爆・核問題を考える講演会開催：８日 沢田昭二本学名誉教授が講演 11.� 1（日） 朝日（朝刊）

69 アメリカンフットボール 東海学生リーグ：本学は28-20で南山大学に敗れる 11.� 1（日） 中日（朝刊）

70 叙位叙勲：紫綬褒章 上村大輔本学名誉教授 11.� 2（月） 中日（朝刊）
他２社

71 私の履歴書（２）：家具工場で育つ 益川敏英本学特別教授 11.� 2（月） 日経（朝刊）

72 第41回全日本大学駅伝 本学は18位 本学陸上部の奮闘振りが紹介される 11.� 2（月） 朝日（朝刊）

73 社説：宮田理事が座長を務める「クルマの未来とすそ野の広がりを考える懇談会」への期待が語られる 11.� 2（月） 日刊工業

74 現代日本誤百科（155）：「一つ階段を上る」 町田 健文学研究科教授 11.� 2（月） 中日（朝刊）

75 知の探検：疾患バイオマーカーについての岐阜医療科学大学の取組みが紹介され、山川良典全学技術センター技術
専門職員は「疾患バイオマーカーの研究がさらに進めば現在エックス線などの検査が必要な肺がんも血液検査の項
目のひとつになる可能性がある」と話す

11.� 2（月） 中日（朝刊）
岐阜県版

76 第18回博物館企画展「剥き出しの地球～南極大陸」開催：10月13日～12月26日 11.� 2（月）
11.11（水）

日経（夕刊）
朝日（夕刊）

77 私の履歴書（３）：名古屋大空襲 益川敏英本学特別教授 11.� 3（火） 日経（朝刊）

78 飯島澄男本学特別招へい教授らの文化勲章親授式が行われる 11.� 3（火）
11.� 4（水）

日刊工業
日経（朝刊）
他２社
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記事 月日 新聞等名

79 叙位叙勲：瑞宝中綬章 稲毛滿春本学名誉教授 11.� 3（火）

11.� 4（水）

毎日（朝刊）
他２社
読売

80 工学研究科は大阪大学などと連携し、「ナノ微粒子等を定量定点配置できる装置を応用した、産学官連携による多様
なアプリケーション開発」で第４回モノづくり連携大賞特別賞を受賞

11.� 4（水） 日刊工業

81 私の履歴書（４）：技師めざした父 益川敏英本学特別教授 11.� 4（水） 日経（朝刊）

82 愛知大学野球2010年度春季リーグ所属大学 本学は３部に所属 11.� 4（水） 中日（朝刊）

83 本学・国連大学・財団法人国連大学協力会共催シンポジウム「資源としての生物多様性を考える－ COP10にむけて」
開催：26日 井村秀文環境学研究科教授、渡邊幹彦環境学研究科特任教授、戸丸信弘生命農学研究科教授、武田�穰
産学官連携推進本部教授が講演

11.� 4（水） 読売

84 杉浦昌弘本学名誉教授ら今年度文化功労者の顕彰式が行われる 11.� 4（水） 朝日（夕刊）

85 第19回博物館企画展「名古屋大学創立70周年（創基138周年）記念�医学教育の曙からノーベル賞まで」開催：10月
17日～12月26日

11.� 4（水） 朝日（夕刊）

86 飯島澄男本学特別招へい教授ら文化勲章受章者が天皇皇后両陛下との茶会に招かれる 11.� 5（木） 日経（朝刊）

87 現代日本誤百科（158）：雨が激しく「降り続ける」 町田 健文学研究科教授 11.� 5（木） 中日（朝刊）

88 レーザー：白戸紋平本学名誉教授は「濾過技術特別セミナー」で「日本の濾過技術は欧州で目標となるくらい進ん
でいる」と話す

11.� 5（木） 日刊工業

89 私の履歴書（５）：読書づけ 益川敏英本学特別教授 11.� 5（木） 日経（朝刊）

90 メッセナゴヤ2009開催：11月11日～14日 本学も出展 11.� 5（木） 日刊工業

91 平成21年度鶴舞公開講座「心も体も健やかに―オイオイ、といわれないために―」開催：21日 葛谷雅文医学系研
究科准教授、會田信子医学部保健学科准教授、入谷修司医学系研究科准教授が話す

11.� 6（金） 中日（朝刊）

92 東海がんプロフェッショナル養成プラン市民公開講座「最近のがん治療について」開催：12月13日 伊藤善之医学
系研究科准教授、杉下美保子医学系研究科特任助教が講演

11.� 6（金） 中日（朝刊）

93 私の履歴書（６）：高校時代 益川敏英本学特別教授 11.� 6（金） 日経（朝刊）

94 全国教育研究所連盟大会開催：５日 的場正美教育発達科学研究科教授が講演 11.� 6（金） 山形新聞

95 名古屋市と市教育委員会が戦争や憲法９条に触れる文化行事に対し後援の名義使用を許可しなくなっていることに
ついて、紙野健二法学研究科教授は「できるだけ後援する姿勢で臨むべき。こうした神経質な対応は自治体の公的
な性格をゆがめる恐れがある」と指摘する

11.� 7（土） 中日（朝刊）

96 私の履歴書（７）：「坂田事件」 益川敏英本学特別教授 11.� 7（土） 日経（朝刊）

97 水田 洋本学名誉教授はアダム・スミスの「自由競争」について語る 11.� 7（土） 朝日（夕刊）

98 本学は文部科学省の2008年度業務実績評価で男女共同参画での取り組みが優れているとされる 11.� 7（土） 日刊工業

99 中日新聞を読んで：中西久枝国際開発研究科教授は遊び心と豊かさについて語る 11.� 8（日） 中日（朝刊）

100 私の履歴書（８）：デフィオの会 益川敏英本学特別教授 11.� 8（日） 日経（朝刊）

101 ネイチャー・クライシス：檜山哲哉地球水循環研究センター准教授はサハ共和国の一帯で近年地球温暖化などを背
景に降雨が激しくなったり雨量が増加したりする傾向が確認されると話す

11.� 8（日） 日経（朝刊）

102 東海学生 ラグビー：本学は35-14で名古屋経済大学に勝利 11.� 9（月） 朝日（夕刊）

103 私の履歴書（９）：60年安保 益川敏英本学特別教授 11.10（火） 日経（朝刊）

104 ひと・仕事：エッセー集「鈍行列車に乗って」を刊行した井口昭久本学名誉教授が紹介される 11.10（火） 中日（朝刊）

105 「陽子線」私はこう考える がん治療施設建設の是非（１）：二村雄次本学名誉教授・愛知県がんセンター総長は名古
屋市の「陽子線がん治療施設」の建設に反対する

11.10（火） 中日（朝刊）

106 ９日に本学経済学部の学生200人の前で名古屋国税局長が行った講演内容が紹介される 11.10（火）

11.13（金）

読売
毎日（朝刊）
中日（朝刊）

107 田村哲樹法学研究科准教授は熟議民主主義について語る 11.10（火） 朝日（夕刊）

108 京都賞の授賞式が開かれ、赤﨑 勇本学特別教授らにメダルなどが贈られる 11.11（水） 中日（朝刊）
読売

109 私の履歴書（10）：大学院への関門 益川敏英本学特別教授 11.11（水） 日経（朝刊）

110 11日に開催された災害対策室「防災アカデミー」での溝口常俊環境学研究科教授の講演内容が紹介される 11.12（木） 読売

111 医学部附属病院循環器内科市民公開講座開催：12月12日 室原豊明医学系研究科教授、石井秀樹医学部附属病院助
教が講演

11.12（木） 中日（朝刊）

112 本学や株式会社東芝など50社・団体が「組み込みソフトウェア」技術のコンソーシアムを結成する 11.12（木） 日経（朝刊）

113 現代日本誤百科（161）：声を「あらげる」 町田 健文学研究科教授 11.12（木） 中日（朝刊）

114 私の履歴書（11）：速報会デビュー 益川敏英本学特別教授 11.12（木） 日経（朝刊）

115 11日に開催された特別セミナー「あいちで学ぶ若者たちへ…私からのメッセージ」での益川敏英本学特別教授の講
演内容が紹介される

11.12（木） 読売
中日（朝刊）

116 福井康雄理学研究科教授らのグループは巨大分子雲の成り立ちを電波望遠鏡の観測で明らかにする 11.13（金） 中日（朝刊）

32 名大トピックス◦ No.199

環境への取り組み本学関係の新聞記事掲載一覧［平成21年10月16日～11月15日］



開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

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回博物館企画展 
「剥き出しの地球～南極大陸」

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－」

12月17日（木）
場　　所：IB 電子情報館中棟
　　　　　１階013講義室
時　　間：13：30～15：30
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
情報文化学部・情報科学研究科
庶務掛　052-789-4716

基盤研究公開セミナー
テ ー マ：「基盤としてのソフトウエア科学　応用としての医療支援」
講演題目：「情報科学を支える『ソフトウエア科学』」
講 演 者：結縁祥治（情報科学研究科教授）
講演題目：「情報科学による医療の支援－画像処理の立場から－」
講 演 者：森　健策（情報科学研究科教授）

記事 月日 新聞等名

117 本学大学院生らが中心となる「円頓寺映画祭2009」が開催：28、29日 上杉俊輔さん本学大学院生は「自主制作映
画とともに商店街の魅力を知ってほしい」と話す

11.13（金） 毎日（朝刊）

118 私の履歴書（12）：坂田昌一先生 益川敏英本学特別教授 11.13（金） 日経（朝刊）

119 シンポジウム「新たな在宅療養支援」開催：15日 大島伸一本学名誉教授が講演 11.13（金） 中日（朝刊）

120 本学は「出前講座 ちゃんとわかってる !? 働く人の基礎知識」を開催：18日 ４年生と大学院２年生が対象 11.13（金） 日経（朝刊）

121 私の履歴書（13）：大学院一貫制 益川敏英本学特別教授 11.14（土） 日経（朝刊）

122 13日に開催されたエコトピア科学研究所公開シンポジウム「人間と科学」での益川敏英本学特別教授と河村名古屋
市長の対談の様子が紹介される

11.14（土） 中日（朝刊）
日経（朝刊）

123 学校と私：小林 誠本学特別教授が小学生から本学までの学校の思い出を語る 11.14（土） 毎日（朝刊）

124 叙位叙勲：従四位瑞宝小綬章 藤岡俊健本学名誉教授 11.14（土） 中日（朝刊）

125 老年学：井口昭久本学名誉教授は進歩は男性に不利かもしれないと語る 11.14（土） 朝日（朝刊）

126 訃報：柘植利之本学名誉教授 11.14（土） 朝日（朝刊）
他３社

127 私の履歴書（14）：物理学の混乱期 益川敏英本学特別教授 11.15（日） 日経（朝刊）

128 本学学生を含む大学生たちと名古屋市長の意見交換会「おもしれぇナゴヤにするために」が14日開催される 11.15（日） 中日（朝刊）
日経（朝刊）

129 書籍：「長寿を科学する」 祖父江逸郎本学名誉教授著 11.15（日） 中日（朝刊）

33NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No.199

イベントカレンダー

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成21年10月16日～11月15日］



開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

12月18日（金）
場　　所：中央図書館５階大会議室
時　　間：18：00～19：15
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

附属図書館研究開発室 
第37回オープンレクチャー
講演題目：�「岡山大学附属図書館における所蔵資料を活用した地域貢献事業について」
講 演 者：倉地克直氏（岡山大学附属図書館長）

12月18日（金）、１月20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

［問い合わせ先］
災害対策室　052-788-6038

第55回防災セミナー、第56回防災セミナー
講演題目：「伝え手から見た阪神淡路大震災15年
　　　　　 ー社会はどう変わったかー」（12/18）
講 演 者：中川和之氏（時事通信）
講演題目：「伝え手から見た阪神淡路大震災15年
　　　　　 ー神戸はどう変わったかー」（1/20）
講 演 者：磯辺康子氏（神戸新聞社）

12月19日（土）
場　　所：野依記念学術交流館
時　　間：13：30～16：00
入 場 料：無料

［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　052-719-1853

第４回先端医療ヘルスケアセミナー
テ ー マ：「最新ガン治療と健康ライフ」
講演題目：「がんの免疫細胞療法ー有効性と問題点」
講 演 者：吉田松年（本学名誉教授）
講演題目：「いかに健康を守るか」
講 演 者：西川俊男氏（ユニー株式会社特別顧問）

12月19日（土）、１月23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：「ヒトの心の進化－ヒトの心・サルの心」（12/19）
講 演 者：川合伸幸（情報科学研究科准教授）
講演題目：「聖母マリアを描いた絵画を読む」（1/23）
講 演 者：木俣元一（文学研究科教授）

12月25日（金）
場　　所：理学部 B 棟 B-312教室
時　　間：15：30～17：00
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
農学国際教育協力研究センター
浅沼修一教授　052-789-4232

2009年度第６回オープンセミナー
講演題目：�「科学技術の ODA 推進のための大学・研究機関と JICA 連携について」（仮）
講 演 者：花里信彦（国際協力機構企画部参事役兼国際科学技術協力室参事役）

12月25日（金）、26日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：12：50～16：00（12/25）、
　　　　　13：00～16：40（12/26）
定　　員：15名
※要事前申込

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

きらめき・ときめきサイエンス 
ミクロの探検隊 

「ミクロの世界をのぞいて、放散虫の進化に触れよう」
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

12月26日（土）
場　　所：名古屋市科学館
　　　　　地下２階サイエンスホール
時　　間：14：30～17：00
入 場 料：無料
※要事前申込

［問い合わせ先］
理学研究科理論天体物理学グループ　
052-788-6193

第８回「坂田・早川記念レクチャー」記念講演会
講演題目：「宇宙の創生とマルチバース」
講 演 者：佐藤勝彦氏（東京大学教授）

※申込方法、会場については、名古屋市科学館（052-201-4486）まで
　お問い合わせ下さい。

１月19日（火）～２月６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

博物館ボタニカルアート作品展

１月29日（金）
場　　所：�環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：13：30～17：15

［問い合わせ先］
工学部・工学研究課総務課　052-789-3404

平成21年度工学研究科懇話会
テ ー マ：「工学研究科附属センター群への期待と展望」
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　本学経済学部の前身にあたる名古屋高等商業学校（名高
商）の初代校長渡邊龍聖は、慶応元（1865）年、現在の新潟
県長岡市に生まれました。
　東京専門学校（現在の早稲田大学）を卒業、帝国大学文
科大学（現在の東京大学文学部）で学んだのち、1889（明
治22）年からアメリカに留学、ニューヨーク州のコーネル
大学で哲学博士号を取得しました。そして日清戦争中の94
年に帰国、高等師範学校教授となりました。その後、1901
年には東京音楽学校校長、02年からは清国直隷総督の袁世
凱（のちの中華民国大総統）の学務顧問として派遣され、
直隷省の教育改革にあたるなど、倫理学者としてだけでな
く、教育行政にも手腕を発揮しました。
　そして1911年、新設された小樽高等商業学校（現在の小
樽商科大学）の初代校長に就任します。この小樽高商での
経験が、のちに名高商で存分に生かされることになりま
した。やがて渡邊は、名高商の創立委員長を務めたのち、

1920（大正９）年に設置された名高商の初代校長に就任した
のです。
　渡邊校長は、１学年時には教養科目を重視し、２・３学
年時には実践的な科目や最新の教授法を積極的に取り入れ
た、特色あるカリキュラムを導入し、これらを担う気鋭の
教員を全国から集めました。また実習のため、校内に印刷
工場を建てるなど、施設面の充実も進めました。そのほか、
「学生は学生らしくあること」「学生は学生の本分を忘るる
な」という「二代信条」に集約される、全国でも有名になっ
た厳格な校風、将来の経済人として、学生に教養豊かな紳
士の風格を求める人格主義の教育方針、そして総合大学に
も擬せられるほどの多様かつ高い学術水準、いずれも渡邊
校長が確立したものです。
　渡邊校長は、1935（昭和10）年に惜しまれつつ勇退しまし
たが、その後も名古屋市内に居を構えて、亡くなる直前ま
で名高商を見守り続けました。

１ ３ ４

２

１　�渡邊龍聖（1865－1945、写真は1933年頃）。生年については、文久２（1862）年と
する有力な説もあるが、墓石に「行年八十才」とあることから、ここではそれに
従った。最晩年は空襲を避けて名古屋市から三重県桑名市へ疎開し、敗戦直前の
７月に病気のため亡くなった。

２　�名高商の校長室に座る渡邊龍聖（1926年頃）。
３　�渡邊龍聖の墓。名大東山キャンパスにほど近い、八事の興正寺にある。1956（昭和

31）年にキヨ夫人によって建立され、夫人もここに眠っている。また、墓のすぐ前
方には、1992（平成４）年にキタン会によって建てられた石碑がある。

４　�渡邊龍聖像。1938年、渡邊の銅像が名高商内に建立されたが、まもなく戦争のため
に供出されてしまった。現在の像は、1980年の名高商創立60周年を記念して、キ
タン会によって建てられたもの。当初は名高商があった名市大川澄キャンパスに
あったが、現在は名大の経済学部と法学部の間の「キタン庭園」に置かれている。

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

92 名高商校長 渡邊 龍
りゅう

聖
せい

　― 名大をひきいた人びと④ ―
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