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年頭あいさつ

名古屋大学
総長

濵口

道成

新年明けましておめでとうございます。名古屋大学全学

大学も法人化第２期となり、さらなる自己変革を求めら

同窓会の皆様、教職員の皆様、学生の皆様、そして名古

れる時期を迎えております。昨夏、来年度予算が大幅に減

屋大学をご支援いただいている多くの皆様、日本各地で、

額される可能性が示され、私ども執行部、教職員も、国立

様々な現場で、良い年を迎えられたことと、心よりお喜び

大学協会と共に、大学の予算の確保に必死となってまいり

申し上げます。

ました。秋になって、来年度予算にパブリックコメントが
求められ、教職員の皆様、学部生・大学院生の皆様や、多

昨年は、様々な点で、日本が、そして人類社会そのもの

くの同窓会の皆様にご尽力いただき、多数のパブリックコ

が、転換期を迎えていることを予感させる年でありまし

メントが寄せられました。改めてこの場をお借りし、ご支

た。昨夏は記録的な酷暑を体験する年でありましたが、美

援に深く御礼申し上げます。36万件にものぼるパブリック

しい季節を感じさせる秋の期間は、驚くほどに短く、一気

コメントの内、大学関係は16万件を占め、20代の若者から

に冬を迎えたように感じております。確かに、地球の環境

も多くの意見が出されました。その結果、運営費交付金の

は変調をきたしている事を、身近な自然の中に感じさせる

減額は抑えられ、科学研究費補助金が過去最大の増額とな

年でありました。その中で、名古屋では COP10（生物多

り、基金化が図られる事となりました。科学技術の発展と

様性条約第10回締約国会議）が開かれ、改めて生物多様性

人材育成を進める事により、日本の未来が開かれる事をよ

の維持、環境保全の重要性を考える年となりました。環境

うやく理解されたと思います。

と同様、政治においても、日本周辺の国際情勢が、不安定
な時期を迎えております。

第６回名古屋大学ホームカミングデイ
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年頭あいさつ
名古屋大学ウズベキスタン事務所開所式

全学同窓会ウズベキスタン支部設立

厳しい環境の中ではありますが、昨年は名古屋大学の国

故でしょうか。名大生の中でも、積極的な方々が上海での

際化に大きな一歩を踏み出す年となりました。３月にウズ

研修に参加したからなのでしょうか。それとも、上海とい

ベキスタンのタシケントに事務所を開設し、４月にはドイ

う土地柄が、彼らの中にある勇猛心を目覚めさせたので

ツのフライブルグにヨーロッパセンターを開設する事が出

しょうか。ともあれ今回の経験は、名古屋大学の教育の中

来ました。

で、彼らの中にある積極性をもっと引き出すことができる

８月には、話す事の出来る外国語の習得を目指し、
「名

事を示しています。また改めて教育の本質と力について考

大英語」の試験で優秀な成績を上げた２年生７人にオース

える必要性を示唆する機会になったと思います。更に、今

トラリアで３週間、中国語を履修している１年生を中心と

回の経験は、海外での実感に富む体験学習が大学の教育を

した17人の学生に上海で２週間の語学研修を体験していた

発展させるものであると実感する事実でありました。

だきました。帰国後、学生から報告を受け、大変充実し
た体験になっている事が実感できました。また、10月に上

最近しばしば語られることに、
「日本の若者は内向きに

海に出張した際、中国語を指導していただいた同済大学の

なっている」との評価があります。最盛期の1997年頃、米

先生方と懇談する機会を持てました。驚くことに、同済大

国へ留学する日本人学生は47,000人を超えていましたが、

学の先生方の名大生に対する評価は最大級のものであり、

2008年の統計ではその６割の29,000人余りへと減少してい

「座っているだけで存在感があった」
、
「大変熱心で、積極
的であった」等のご意見をいただきました。

ます。他方アジアの国々の若者は、積極的に海外留学を
する時代となり、米国で学ぶインド人は103,000人を超え、
中国人、韓国人はそれぞれ98,000人、75,000人余りとなり

さてここで、何故私は、
「驚くことに」となったのでしょ

4

（2008年）
、日本をはるかに凌駕するようになってきました。

うか。一昨年、総長に就任して以来、財界で活動されてお

2009年度にハーバード大学で学ぶ学部生は、インド人20

られる多くの先輩のご意見をいただく機会がありました。

人、中国人36人、韓国人42人に対して、日本人は５人にす

その際、名大生について感想を求めると、異口同音に「誠

ぎません。しかしこれは、長期化・早期化する就職状況の

実、堅実だが、積極性に乏しい」とのご意見をいただきま

中で、大学３年の初夏にもなれば、就職活動に専念せざる

した。これらの言葉で語られる名大生のイメージと、同済

を得ない事が背後にあります。私の実感としては、決して

大学の先生方からの感想は、全く対極的なものでした。何

若者は内向きなのではなく、内向きに見えるような行動を
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名古屋大学ヨーロッパセンター開所式

第１回国際交流貢献顕彰授与式

強いている社会情勢にあると思います。その中で、彼らの

昨年、もう一つ記憶に残る言葉をいただきました。ある

積極性を表に引き出し、多様な文化を実体験させ、国際性

時、企業の人事担当の方と話した時のことです。名大生の

に富む名大生として教育していくための、大学教育の改善

印象を聞いたところ、
「在京の大学生は就職の時は印象に

が必要だと思います。
「名古屋大学を Nagoya University

残るし、30代は目立つ活動をするが、そのうち疲れが見え

へ」。Global 30プログラムの計画のもとに、名古屋大学は

る人が多い。名大生は、見かけは地味だが、40歳を越える

日本の国際化拠点として、現在75カ国1,665人在籍する留

と、見違えるほど活躍する人がいる」と。この言葉に、ど

学生を、10年以内に3,000人に増やすことを計画していま

れほど元気づけられた事でしょう。
「見かけは渋いが、じっ

す。今年秋からは、全ての講義を英語で行うコースも、い

くり光る名大生」とでも言えましょうか。そして、ふと気

よいよ始まります。しかし、上記の語学研修の報告からも

がつきました。これが私達に内在している文化なのかもし

ご理解いただけると思いますが、名大の国際化は、名大生

れないと。繰り返し『国際化』について述べましたが、国

の教育のためにこそ必要であると、私は考えます。

際化をどんなに徹底しても、自己の文化を忘れ去ることは
できません。また、自己の文化を語ることのできない国際
人は、ただ外国語が堪能なだけの人にすぎません。教育の
国際化を図る時、Glocalization（Local+Globalization）と
も表現すべき心こそ必要なのかもしれません。
今年新たに、国際交流貢献顕彰制度を開始しました。
ホームカミングデイに海外支部の支部長をご招待し、韓国
支部長の王成宇先生、バングラデシュ支部長のモハメッド・
サイドゥル・イスラム・カーン先生に第１回国際交流貢献
顕彰を、豊田章一郎全学同窓会会長ご臨席のもと、お渡し
する事が出来ました。ホームカミングデイの前日の事で
す。支部長をお招きし、豊田会長と共に歓談する機会をい
ただきました。その時、カーン先生より大変心に残るお言

国際色豊かなキャンパス
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年頭あいさつ
素粒子宇宙起源研究機構看板上掲式

第５回名古屋大学レクチャー（左から、杉浦先生、総長、竹市先生）

葉をいただきました。先生は、きれいな水が乏しく、感染

「知」に触れていただくことを目的としています。第５回

症の多発するバングラデシュに、自費で1,000を超える井

となる名古屋大学レクチャーは、３月31日に行われ、文化

戸を掘ってきた事や、日本の稲作指導を導入し収量を上げ

功労者に顕彰されています杉浦昌弘先生、竹市雅俊先生を

たご自身の体験に触れられ、
「私の家に壁（国境）はない、

お招きしました。杉浦先生は植物葉緑体の全塩基配列を世

私の家には天井はない、天井はこの青空である」と。昨年

界で初めて決定され、この業績はゲノム生物学のパイオニ

私にとって、最も心に残る言葉でありました。そして、国

アワークと評価されています。竹市先生は、細胞と細胞を

際人を育てるとは、国際的な機関で華々しく活躍する語

接着させ、多細胞生物の形態形成に重要な働きを担うカド

学堪能な人材だけを意味する事ではない、カーン先生に

ヘリンの発見者として国際的に著名な方です。私も、助教

Glocalization の姿を見る思いがすると、しみじみ実感する

授時代に癌細胞のカドヘリン機能をめぐって共同研究をさ

貴重な機会となりました。

せていただいた間柄であり、大変懐かしいお話でもありま
した。今年２回目に行われた第６回名古屋大学レクチャー

昨年春、名古屋大学の誇る素粒子、宇宙理論研究の総力

は文化功労者でハーバード大学名誉教授である岸義人先生

を結集した組織として、素粒子宇宙起源研究機構が発足し

と、文化勲章受章者でコロンビア大学名誉教授の中西香爾

益川敏英特別教授に機構長に就任いただきました。この機

先生をお招きしました。両先生の専門は共に天然物有機化

構は、既存の標準理論を越え、現代物理学の新たな地平を

合物であります。岸先生は、複雑な天然物の人工合成とい

開拓する事を目的として、日本全国より俊英を結集しス

う前人未到の分野に挑戦され、テトロドトキシンやバリト

タートしました。瑞々しい発想を持つ益川機構長のもと、

キシン等天然の毒の合成に成功されました。中西先生は先

国際的な研究機関として、多くの成果が期待されます。

端的な精製装置と構造決定法を開拓され、ギンゴライドを
はじめ200を超える天然物の構造を決定されています。さ

6

昨年は、２回にわたる印象深い名古屋大学レクチャーを

て、この４人の方に共通の事実があります。それは、４人

開催できた年でもありました。名古屋大学レクチャーは

ともが名古屋大学の卒業生である事です。先生方の研究

様々な分野の世界的なリーダーを招へいして行う名古屋大

のルーツは名古屋大学にあり、いわば made in NAGOYA

学のもっとも重要な講義の一つです。世界最高水準の研究

UNIVERSITY の研究者ともいえます。そしてもう１つの

者をお招きし、一般の方々にも公開し、現代世界の最高の

共通点、それは世界の研究の最前線で歴史に残る研究を展
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第６回名古屋大学レクチャー（左から、総長、中西先生、岸先生）

インターナショナルレジデンス山手竣工

開された事、そういう体験をした人だけが持つ空気を漂わ

は、名大の博士課程（大学院後期課程）を修了または修了

せていたことです。改めて教育について、人材育成につい

予定である事、３年以内に海外に留学する事、または現在

て、国際化について、そして研究スピリットについて思考

留学中である事、そして自分の専門領域を超え、文理の垣

をめぐらす時間をいただきました。

根を超え、定期的に意見交換する事です。季節外れに募集
したにもかかわらず、15人の枠に74人の応募があり、高等

さて昨年、豊田講堂は創建50周年を迎えました。日々、

研究院の先生方に大変ご尽力いただき２段階審査で11人の

朝夕に眺める豊田講堂の姿は、50年を経たとは思えないモ

方が選ばれました。私の在任中、50人弱の人材を、発掘し

ダンな姿を、刻々と変わる光線と季節の中で見せていま

たいと願っています。これから、次年度の審査に入る予定

す。槇文彦先生の非凡な才能を具現化したものであり、ま

です。この中から、名古屋大学の偉大な先人たちに続く人

た50年前の名大に満ちていた機運を具象化したものと、私

材が育つ事を願っています。

は実感いたします。50年前、東山キャンパス整備後間もな
い名大は、当時のもっとも先鋭な科学を求める組織とし

日本は激動の時代を迎えていますが、平成23年は、豊田

て、活気に満ちていた事でしょう。その中で、益川先生、

講堂に具現化される名大創建時の志、
「永遠のモダン」を

小林先生、杉浦先生、竹市先生、岸先生、中西先生を始め、

求める心を、改めて現代的なかたちで求め、若い世代へ伝

多くの方々が育っていきました。そして、豊田講堂は、名

え、発展させていく年にしたいと願っております。旧年に

大の持つ文化を具現化したものとして、創建されました。

もまして、皆さま方のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

「永遠のモダン」
、50年経ても古さを感じさせない存在。時
代の最先端の科学を求める心を具象化したものとして。50
年前に、確かにこの名大に存在していた文化を、今も我々
に日々語りかけているように思います。
さて昨年、名大独自の人材育成を具体化したいと考え、
YLC（Young Leaders Cultivation）
、若手人材育成の為の
教員制度を開始しました。このポストに応募できる条件
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ニュース

国際協力機構と包括的連携協力協定を締結

本学と国際協力機構（JICA）との包括的連携協力協定
締結の調印式が12月３日
（金）
、本部１号館総長応接室にお
いて、挙行されました。
当日は、本学から濵口総長、渡辺副総長、服部生命農
学研究科長、成田国際開発研究科長、浅沼修一農学国際
教育協力研究センター教授、永石雅史環境学研究科特任
教授、小澤勝彦国際企画室特任教授等が、JICA からは、

意見交換の様子

大貝隆之中部国際センター所長及び今村嘉宏研修業務課長
が出席しました。

は、ものづくりや地元産品を活用した地域活性化や地域開

くりの点で大きく貢献してきたと自負しており、今後も

発、生物多様性を活かした取り組み等について技術指導を

JICA との連携協力は重要性を増していくと考えている旨

行っています。

のあいさつが、大貝所長からは、中部国際センターが平成

本学との間では、ウズベキスタンにおける「企業活動の

23年に創立50周年を迎えるが、その歴史の中で培われてき

発展のための民事法令および行政法令の改善プロジェク

た本学との連携協力を高く評価しているとのあいさつがあ

ト」、ケニア、ウガンダ、タンザニアにおける「アフリカ

りました。

人造り拠点プロジェクト」及びネパールにおける「ネパー

引き続き、今後の連携協力に関する課題等について意見

ル王国の農林水産業における JICA 技術協力評価」の各プ

交換が行われ、最後に、調印された協定書が取り交わされ

ロジェクト実施の他、法制度整備支援、天然資源・農産物

ました。

管理や環境分野における研修事業の受託や、各種プロジェ

現在、JICA は国内17大学との間で連携協定を締結して
おり、今回の締結はそれらに次ぐ協定になります。今回は、

クトへの専門家派遣において、本学の専門性、ネットワー
クを活かした協力関係を構築しています。

協定本文の他、大学院国際開発研究科、大学院環境学研究

今回の包括的連携協力協定の締結により、連携協力が更

科及び農学国際教育協力研究センターと JICA 中部国際セ

に深く、強いものとなり、開発途上国に対する、我が国の

ンターとの間で締結された連携協力の具体的なテーマ・分

高等教育機関の有する知と技術を活用した支援が一層充実

野を定めた付属書で構成されています。

することや、大学教育における国際協力の意義、重要性等

開発途上国で開発援助を実施する JICA は、専門家を派
遣して該当国における地域開発、制度整備を支援している

協定書を取り交わす（左から）大貝所長と総長
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他、途上国から研修員を受け入れており、特に中部地域で

総長からは、本学は国際開発の分野において、特に人づ
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の再認識に貢献し、国づくりの将来の担い手を育成する機
会につながることが期待されています。

記念撮影

ニュース

濵口総長が第２回日英学長会議に出席
濵口総長は、11月18日
（木）
、九州大学において開催され
た第２回日英学長会議に出席しました。

質の維持・向上」について、「大学運営の観点から考察す
る学生、教職員の流動性」、「博士課程学生・ポスドクレベ

第１回は、平成21年２月に英国ロンドンで開催されてお

ルの学生のキャリアパス形成のためのスキル向上」、「大学

り、２回目となる今回は、日本から33大学・関係機関、英

全体の国際化を効果的に実現するための環境整備」の３つ

国から19大学・関係機関が参加しました。

の観点から分科会が設けられました。

会議では、
「大学の国際化」をテーマに、
「教育・研究の

総長は、第１分科会「大学運営の観点から考察する学生、
教職員の流動性」の議長として、全体会議において分科会
に向けての論点を提示しました。特に、教育制度、授業料
の額、学生の年齢構成、留学生比率、留学生及び教職員の
派遣・受入実績や単位互換制度の違いなどについて、日本
と英国の比較をデータに基づいて示すとともに、
『ブラウ
ン報告』と呼ばれる英国における高等教育授業料及び学生
の負担に関する最新の報告に言及し、両国の高等教育の将
来像について考察しました。分科会では、各大学における
ケーススタディが紹介され、両国の大学の取り組みの動向
を知る貴重な機会となりました。

分科会で発表する総長

第３回タイ日国際学術会議を開催
第３回タイ日国際学術会議が、11月19日
（金）
、シンポジ
オンホールにおいて、在日タイ留学生協会及び大学院国際
開発研究科との共催で開催されました。

究者、同テーマに関心を持つ日本人や外国人等、計135名
が参加しました。
開会式では、濵口総長の開会の辞、来賓としてシントン・

これは、本学に在籍するタイ人留学生を中心とした運営

ラーピセートパン在京タイ王国大使館公使によるあいさつ

で、
「持続可能性を目指した学際的研究を超えて」をテー

に続き、渡辺副総長より「名古屋大学の国際化」について

マに行われ、日本全国各地で学んでいるタイ人留学生や研

の講演がありました。その後、タイ国家科学技術開発機構
の副理事長、藤川清史国際開発研究科教授等による講演が
行われました。
昼食時にはポスターによる研究発表展示が行われ、引き
続き、４つの分科会に分かれ、学生達による日頃の留学成
果をまとめた37本の研究発表があり、活発な議論が行われ
ました。さらに、タイ人の元留学生による日本留学経験談
のセッションが行われ、参加者は貴重な体験やアドバイス
に耳を傾けました。
閉会式では、総長による閉会の辞に加え、優秀な口頭及
びポスター発表者に対する表彰式が行われました。
会議後のレセプションでは、タイ料理を囲んで、タイ人
留学生とタイや日本の高等教育関係者との懇談が行われま
した。本学のタイ人留学生によるタイ舞踊も披露される

表彰式の様子

等、和やかな雰囲気のもと閉幕しました。
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ニュース

益川素粒子宇宙起源研究機構長、小林特別教授及び
飯島特別招へい教授が日本学士院新会員として選定される
益川敏英素粒子宇宙起源研究機構長、小林

誠

本学特別教授及び飯島澄男本学特別招へい教授

それぞれの専門及び研究成果は以下のとおりです。
益川機構長

が、12月13日
（月）
、日本学士院新会員として選定

専

されました。

研究課題：
「CP 対称性の破れ」の原因を解明し、提唱した。

同院は、学術上功績顕著な科学者を優遇し、学
術の発達に寄与するため必要な事業を行う機関で
あり、会員は学術で顕著な功績を修めた科学者か
ら選ばれ、終身任期の国家公務員特別職の身分が

門：物理学

小林特別教授
専

門：物理学

研究課題：
「CP 対称性の破れ」
の原因を解明し、理論的に説明した。
飯島特別招へい教授

付与されます。現在、会員は、人文科学部門で63

専

名、自然科学部門で75名の計138名です。

研究課題：結晶中の原子の撮影に成功。また、カーボンナノチュー

門：物質科学
ブを発見した。

益川機構長

小林特別教授

飯島特別招へい教授

第64、65回防災アカデミーを開催
第64、65回防災アカデミーが、11月９日
（火）
、12月２日
（木）
、環境総合館レクチャーホールにおいて開催されました。

が207カ所で倒壊するなどの被害があり、なお課題が残さ
れていることを指摘しました。さらに、少子高齢化の流れ

第64回では、岩田孝仁静岡県危機管理部危機報道監が

にあって、今後いかに地域防災力を強化・維持するかとい

「減災社会を築く」と題した講演を行い、昭和51年に東海

う課題に対し、中・高校生など若い世代の人材育成に注力

地震説が発表されて以来、あらゆる対策を推進してきて
も、昨年８月の駿河湾を震源とする地震では、ブロック塀

していることを紹介しました。
第65回では、今村文彦東北大学大学院工学研究科附属災
害制御センター教授が「1960年と2010年のチリ沖地震津
波」と題した講演を行い、両チリ沖地震の発生メカニズム
や被害状況を比較しながら、1960年の地震は過去最大級の
地震であり、それにより発生した津波が環太平洋諸国に多
大な被害をもたらしたこと、この災害によりその後の国際
連携のあり方や津波研究、防災対応が大きく変わったこと
を説明しました。また、今年、ほぼ同じ地域で巨大地震が
発生し、日本の太平洋沿岸にも避難勧告が出されたにも関
わらず、避難率が極めて低かったことを強調しました。最
後に、これらのチリ沖地震の事例から今後の避難情報の提
供方法の検討、住民の防災意識啓発の必要性について訴え
ました。
第64回は95名、第65回は121名の参加があり、いずれも

第64回の様子
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活発な質疑応答が行われました。

ニュース

平成22年度永年勤続者表彰式を開催
平成22年度名古屋大学永年勤続者表彰式が、11月22日
（月）、豊田講堂第１会議室において挙行されました。
被表彰者37名のうち31名が出席し、濵口総長から一人ひ
とりに表彰状と記念品が手渡された後、総長から「かつて
読んだ本で『平凡なことを毎日平凡な気持ちで実行するこ
とが、すなわち非凡なのである』
という言葉がありました。

日本なり世界人類を支える中心になる人というのは、毎日
の仕事をきちんとこなしていく作業から始まるのだと思い
ます。今日の日を境にまた毎日の仕事に専念していただき
ますようお願いいたします」と祝辞がありました。
その後、被表彰者を代表して伊藤康友全学技術センター
（医学）技術専門職員から、
「法人化後の激変した環境の中、
変化を恐れず、常に学び、自らの役割を自覚し、確固たる
信念を持ち、名古屋大学の一員であることを誇りに思い、
これからも職務に従事していきたいと存じます」と決意の
こもった謝辞が述べられました。
引き続いて、同ホールにおいて記念撮影が行われまし
た。

記念撮影

中京銀行と産学連携に関する協定を締結
株式会社中京銀行との産学連携に関する協定締結式が、

締結式では、宮田理事、末安取締役頭取がそれぞれの立場

12月15日
（水）
、本部１号館第２会議室において、挙行され

からあいさつを行い、連携への期待を確認しあった後、協

ました。

定書を取り交わしました。

宮田理事、笠原久美雄産学官連携推進本部副本部長、

今回の協定締結は、中京銀行の取引先を通じ産学連携を

末安堅二株式会社中京銀行取締役頭取、深町正和同取締役

行うことにより、研究成果の活用を広げ、この地域の発展

副頭取及び吉田幸生同常務取締役の列席のもとに行われた

にも貢献し、さらには、本学における研究環境の活性化に
つながるものと期待されています。
今後、双方が円滑な連携協力・発展を目指すことにより、
それぞれが有する人的・物的資源や知的財産を有効に活用
できる機会を創造・提供し、各々の組織目的、社会的責任
をより一層効率的に実現していきます。

協定書を取り交わす（左から）宮田理事と末安取締役頭取
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知の先端

植物の根の成長を支える新しいホルモン

松林

嘉克

大学院生命農学研究科准教授

多細胞生物のかたちづくりには、ホルモンに代

の制御に関与する新しいホルモンを発見したので

表される様々な細胞間シグナルが重要な役割を

紹介します（米科学誌サイエンス2010年８月27日

担っています。ホルモンとはある特定の細胞で分

号に掲載）。

泌され、他の細胞にごく低濃度で様々な働きかけ

ホルモンの中には、ペプチドと呼ばれる小さい

をする分子のことですが、活性の強いものではオ

タンパク質からなるグループがあり、ペプチドホ

リンピックプールに１グラム程度の低濃度でも効

ルモンと呼ばれています。ペプチドホルモンの一

果があります。ホルモンを見つけることによって

部では、翻訳後修飾と呼ばれる特定のアミノ酸へ

生物のかたちづくりのしくみが理解できたり、生

の分子修飾が、ホルモンとしての働きに重要な場

体機能を人為的に調節できるようになるため、世

合があり、チロシンの硫酸化もそのひとつです。

界中でホルモンハンターたちが新しい分子の発見

私たちは、これまでにチロシン硫酸化に関わる

を目指して研究を行なっています。しかし、組織

酵素の同定に成功していましたが、チロシン硫酸

内のホルモン含有量は極めて微量で、その精製は

化酵素遺伝子を破壊した植物では根端の細胞分裂

容易ではないため、新しいホルモンを見つけるに

が顕著に抑えられ、極端に根が短くなることに注

は、従来にはない新しいアプローチが必要とされ

目しました（図１A－C）。チロシン硫酸化酵素遺

ています。最近、私たちは、独自のアイディアと

伝子を破壊した植物は、チロシンが硫酸化された

手法で、植物の根の幹細胞の維持と細胞分裂活性

ホルモンを全く作ることができないため、この特
徴的な根の形態は、チロシンが硫酸
化されたペプチドホルモンが根の成
長に必要であることを意味していま
す。
そこで、私たちは、モデル植物と
して既にゲノム配列が解読されてい
るシロイヌナズナの全遺伝子の中か
ら、配列上の特徴を手がかりにして
チロシン硫酸化ペプチドをコードす
る可能性が高い遺伝子を選び出しま
した。さらに、遺伝子産物がチロシ
ン硫酸化ペプチドであることを実験
的に確かめた上で、化学的に合成し
た硫酸化ペプチドをチロシン硫酸化

図１

 ロシン硫酸化酵素遺伝子破壊株の根の形態。（A）野生型（WT）に比較し
チ
て破壊株（tpst-1 ）では根が極端に短くなっています。（B、C）根端を拡大
すると、野生型に比較して破壊株では細胞分裂が活発な根端分裂組織（白
色矢印より下の部分）のサイズが小さくなっています。
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酵素を破壊した植物に与え、新しい
ペプチドホルモンの探索を行ないま
した。与えたペプチドが根の成長に

図２

 GF の構造と作用モデル。（A）RGF のアミノ
R
酸配列。（B）RGF は、根端の幹細胞に隣接し
た静止中心細胞やコルメラ細胞などから分
泌されています。（C、D）細胞外に分泌され
た RGF は、組織内を拡散して隣接した細胞群
に働きかけ、転写因子である PLT タンパク質
の発現レベルを制御します。PLT の発現レベ
ルが高いところでは幹細胞が維持され、中程
度の領域では細胞分裂が活性化され、さらに
発現レベルが下がるにしたがって細胞分化
が起こります。

必要なものであれば、その成長が回復するはずで

これまで根の形態形成は、古くから知られてい

す。その結果、これまで知られていなかった新し

る植物ホルモンであるオーキシンを中心として研

い硫酸化ペプチド群が、根端における幹細胞の維

究されてきましたが、私たちの発見により細胞外

持および細胞分裂に関与していることを突き止

分泌型のペプチドホルモンもまた重要な役割を

め、root meristem growth factor（RGF）と命名

担っていることが明らかとなりました。興味深い

しました。RGF は13個のアミノ酸がつながった

ことに、RGF 遺伝子群の発現はオーキシンの影

構造をしています（図２A）
。

響をあまり受けず、機能的な RGF を生産できな

RGF は、根の幹細胞に隣接して存在する静止

いチロシン硫酸化酵素遺伝子破壊株の根端におけ

中心細胞、およびその下側に存在するコルメラ細

るオーキシン分布も野性株とあまり変わりませ

胞などで強く発現しており、そこから根端分裂組

ん。このことは、RGF はオーキシンとは独立し

織へ組織内を拡散しています（図２B）
。分泌さ

て機能していることを意味しています。根の成長

れた RGF は、根の形成を制御する転写因子（多

の鍵となる新しいホルモンが見つかったことで、

数の遺伝子群の発現調節を行なうマスター遺伝

その下流で働く新しい遺伝子ネットワークの解明

子）のひとつ PLETHORA（PLT）の発現を調節

に道が拓けてきました。

して、根の幹細胞の維持および根端分裂組織の細
胞分裂を制御していることも明らかになりました
（図２C、D）
。
略

歴：1997年名古屋大学大学院生命農学研究科博士課程修了

まつばやし

よしかつ

（博士（農学）
）
、1999年名古屋大学大学院生命農学研究
科助手を経て、2002年より現職。
ひとこと：研究の過程で自分だけが知り得た新しい知見の上に、さ
らに自分たち独自のアプローチを積み重ねる繰り返しの
中で、これまで見過ごされていたところに広がっている
未知の世界をこっそりと見てみたいと思っています。
趣

味：純米吟醸無濾過生原酒、銀塩写真、幌型自動車など。
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地域にひらく

名古屋大学減災連携研究センターを設置

減災連携研究センター
名古屋大学は、大規模地震や風水害等による被

本学が位置する東海地方は、東海地震・東南海

害軽減に貢献するため、学問分野や組織間の連

地震・南海地震の連動発生による地震災害や、伊

携研究を推進する「減災連携研究センター」を、

勢湾台風・東海豪雨等の風水害への対策強化が喫

2010年12月１日付けで設置しました。このセン

緊の課題となっています。東海地方は我が国でも

ターには、大学院環境学研究科、工学研究科、医

有数の産業集積地域でもあることから、大規模災

学系研究科から、自然災害科学や防災工学、救

害による想定被害は「国難」に例えられるほど深

命医学等の教員28名が集結し、センター長には

刻であり、有効な被害軽減を如何に叶えるかは国

藤井良一理事・副総長が就任しました。当日の朝

家的重要課題ともなっています。政府は、科学技

８時半から環境総合館において行われた開所式に

術基本政策において「安全で質の高い社会および

は、学内の関係者に加え、報道８社の取材陣が集

国民生活を実現することが国民の誇りとなる国」

まり関心の高さが示されました。

を目標とし、新成長戦略の中では「新しい公共」
の概念に基づく、
「地域協働や様々な連携による
安全安心社会の実現と、そのアジア展開・普及」
を重点項目に挙げています。また、内閣府は、東
海・東南海・南海の３連動地震を想定した地震対
策大綱の見直し作業を今年度から開始し、地方自
治体や地元企業もこれに対する有効な減災対策を
希求しており、今こそ減災社会を実現させようと
いう気運が盛り上がっています。

上掲式の様子

開所式の様子
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重要施設と地震ハザード

減災連携研究センターのミッション

こうした状況を受けて本センターは、固有学問
分野における災害・減災研究を一層進めるととも

て、全国的・国際的にも発信していきたいと考え
ています。

に、分野連携により知識を集約して、総合的かつ

本学は、1923年関東大震災に次ぐ、昭和金融恐

最適な減災戦略を構築するための研究を強力に推

慌（1927年）、世界恐慌（1929年）から戦争へと

進します。また、その成果を広く社会連携活動の

向かうまさに国難の時代において、設立資金が政

中で実践して、国難に伴う地域社会の破綻を回避

府予算において確保されない中、地元からの国庫

することを目的に掲げます。急速な社会情勢の

への寄付に依って創設されました。来るべき次な

変化を受け、まずは学内措置による組織として活

る国難の時代に、本学が地域社会の減災に貢献す

動を開始しました。今後は関連機関とも連携を深

ることは当然の使命であるとも言えましょう。

め、平成24年度には本格的な研究センターとして
拡充することを目指します。

しかし上記のような構想は、決して本学だけで
実現できるものではありません。地元自治体や企

減災の実現には地域特性に応じた有効な手段の

業・NPO との連携はもとより、国の防災関連研

選択が必要であり、防災を担う産学官民の連携が

究機関や行政、周辺大学等との緊密な連携を深め

重要であることは言うまでもありません。2002年

る必要があります。本センターは、減災の志を持

に災害対策室が発足して以来８年間に培われた地

つ産学官民の「集いの場」を提供することを目指

域社会との「顔の見える」ネットワークをさらに

しますので、学内外の多くの方にご協力いただけ

強化することにより、減災実現のモデルを構築し

ますよう、お願い申し上げます。

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No. 212
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平成
年度名古屋大学体育会会長表彰

学生の元気

22

名古屋大学体育会は、12月13日（月）、豊田講堂

今年度は、体育会会長表彰審査会の審査を経た

第１会議室において、平成22年度名古屋大学体育

「個人の部」16名、「団体の部」13団体が本学体育
会会長である濵口総長から表彰され、１年間のめ

会会長表彰 表彰式を挙行しました。

表彰式

この表彰は、本学体育会における優秀な個人・
団体及びその指導者の栄誉を讃え、その功績を広
く顕彰することを目的としたもので、今回で22回

ざましい成果を讃えられました。
なお、受賞した個人及び団体には、副賞として
名古屋大学校友会から記念品等が贈呈されました。

目となります。
平成22年度

名古屋大学体育会会長表彰

受賞者一覧

（表彰対象期間：平成21年11月１日～平成22年10月31日）

個人の部（16名）
個 人 名
1

2

3

4
5
6
7
8

こんどう

近藤

まつ い

松井

たにかわ

谷川

ほり

堀

いわ た

10
11

16
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けん や

健哉

ゆう た

友太

ゆういち

雄一
まさのり

岩田

将誉

あおしま

ゆう き

青島

はじめ

とみ た

のぞみ

河野
富田

所属団体名

経済学部・1年

オリエンテーリング部

2010年ジュニア世界オリエンテーリング選手権大会
特別賞
男子スプリント・ミドル・ロング・リレー
（第４条１項１号）

日本代表選手として出場

工学部・4年

オリエンテーリング部

第17回世界大学オリエンテーリング選手権大会
特別賞
男子スプリント・ミドル・リレー
（第４条１項１号）

日本代表選手として出場

多元数理科学
研究科 M1年

オリエンテーリング部

第17回世界大学オリエンテーリング選手権大会
特別賞
男子スプリント・ロング・リレー
（第４条１項１号）

日本代表選手として出場

工学部・2年

航空部

一般賞
第13回全日本学生グライダー新人競技大会
（第４条２項２号） 個人戦

優勝

工学部・3年

相撲部

一般賞
第28回全国国公立大学対抗相撲大会
（第４条２項２号） 個人戦

優勝

馬術部

一般賞
第45回中部学生自馬競技大会
（第４条２項２号） 総合馬術競技

由樹 情報文化学部・3年

こう の

え ぐち

9

やすみつ

康満

所属学部・学年

元
希

法学部・4年

りょう

とも や

宮地

智也

みやもと

ひと み

宮本

仁美

出場大会名及び成績

第１位

一般賞
第65回国民体育大会冬季大会スケート競技会
（第４条２項１号） フィギュア競技成年男子 愛知県代表選手として出場

情報文化学部
一般賞
第65回国民体育大会冬季大会スケート競技会
フィギュアスケート部
（平成21年度卒業）
（第４条２項１号） フィギュア競技成年男子 愛知県代表選手として出場

工学部・4年
江口
遼
（寺田亜由） （金城学院大学）
みや ち

フィギュアスケート部

表彰要綱該当条項

工学部・4年
経済学部・4年

舞踏研究会

一般賞
第37回中部日本学生競技ダンス選手権大会モダン戦
（第４条２項２号） 団体戦の部
第１位

舞踏研究会

一般賞
第30回中部日本学生競技ダンス選手権大会ラテン戦
（第４条２項２号） 団体戦の部
第１位

個 人 名
12
13
14
15

さけ み

所属学部・学年

けんいち

酒見

建至

すぎもと

けん ご

杉本

賢吾

し むら

ゆうすけ

ひろなか

たつ や

志村

達也

表彰要綱該当条項

出場大会名及び成績

工学部・4年
農学部・3年

ヨット部

一般賞
2010年中部学生ヨット個人選手権大会
（第４条２項２号） スナイプクラス

第１位

文学部・1年

優介

弘中

所属団体名

経済学部・4年

男子ラクロス部

特別賞
2010 FIL World Lacrosse Championships
（第４条１項１号） 
日本代表選手として出場
特別賞
第13回世界ジュニア陸上競技選手権大会
（第４条１項１号） 女子5000m
日本代表選手として出場
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すず き

あ

ゆ

こ

鈴木亜由子

経済学部・1年

陸上競技部
※参考成績

第76回東海学生陸上競技対校選手権大会
女子5000m
第１位
第65回国民体育大会陸上競技
成年女子1500ｍ・5000m 愛知県代表選手として出場

団体の部（13団体）
代表者

団体名

1

アーチェリー部

2

応援団

3

オリエンテーリング部

4

弓道部

5

航空部

氏名
あんどう

安藤

にし だ

西田

所属学部・学年

よし こ

佳子

さとる

敏

さ とう

まさとし

いながき

かず と

佐藤

稲垣

ゆ

ち

湯地

雅俊

和人

こう た

恒太

表彰要綱該当条項

文学部・2年

一般賞
2010年度東海学生アーチェリー王座出場校決定戦
（第４条２項２号） 女子団体
優勝

工学部・1年

部員不足に悩む中、七大戦では OB や体育会の協力を得
一般賞
て、開会式での演舞披露、応援団の合同演舞演奏会を成
（第４条２項５号）
功させ、主管開催の七大戦盛り上げに貢献した。

工学部・2年

2009年度日本学生オリエンテーリング選手権大会
一般賞
リレー競技部門男子選手権
（第４条２項３号）

準優勝

工学部・2年

一般賞
第22回全国大学弓道選抜大会
（第４条２項３号） 女子の部

第３位

一般賞
第13回全日本学生グライダー新人競技大会
（第４条２項３号） 

準優勝

工学部・2年

※参考成績
6

漕艇部

7

卓球部

8

馬術部

9

バドミントン部

10

ハンドボール部

11

舞踏研究会

すず き

か

鈴木いつ花

ふじ た

藤田

おおはし

大橋

ふなはし

舟橋
の

ひろのり

浩徳
めぐみ

愛

まさ と

雅人

の やまけい こ

野々山景子

やました

山下

ゆうだい

雄大

12

ヨット部

杉本

けん ご

賢吾

13

陸上競技部

田中

なお や

直也

優勝

一般賞
第42回中部学生ボート選手権大会
（第４条２項２号） 団体の部

経済学部・2年

一般賞
第49回全国七大学総合体育大会
（第４条２項５号） 卓球競技女子

農学部・2年

一般賞
第49回全国七大学総合体育大会
（第４条２項５号） 馬術競技

工学部・2年

一般賞
第49回全国七大学総合体育大会
（第４条２項５号） バドミントン競技女子

優勝

農学部・2年

一般賞
第49回全国七大学総合体育大会
（第４条２項３号） ハンドボール競技

３連覇

医学部・2年

農学部・3年

工学部・2年

第１位
優勝

一般賞
第37回中部日本学生競技ダンス選手権大会モダン戦
（第４条２項２号） 
第１位
第30回中部日本学生競技ダンス選手権大会ラテン戦

第１位

一般賞
2010年春季中部学生ヨット選手権大会
（第４条２項２号） 国際スナイプクラス

第１位

2010年秋季中部学生ヨット選手権大会
スナイプクラス

第２位

※参考成績

た なか

第49回全国七大学総合体育大会
航空競技

教育学部・3年

※参考成績

すぎもと

出場大会名及び成績

一般賞
秩父宮賜杯第42回全日本大学駅伝対校選手権大会
（第４条２項２号） 東海地区選考会
第１位
※参考成績

第28回全日本大学女子駅伝対校選手権大会
東海地区選考会

第２位
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意思決定異常から薬物依存症を解く

博之

環境医学研究所助教

溝口

知の未来へ―若手研究者の紹介

「意思決定」とは目標を達成するため最善の解
答を求めようとする行為をいいます。ある種の経
験による価値観の変化は意思決定を左右し、社会
生活のミクロ領域では「人格」に、マクロ領域で
は「経済活動」に反映します。今日まで、哲学・
心理学分野では生物学的にヒトの思考・行動パ
ターンを明らかにする目的で、
「自由意思」の存
在の議論や意思決定の神経基盤の研究が行われて
きました。そのような中、近年の脳科学の進歩に
より、ヒトには自由な意思（心）はなく、脳・神
経細胞の電気活動が「意思」を決めている可能性
が示されました。すなわち、「意思決定」を突き
詰めると、ある刺激がきた時に神経細胞がどん

図１

ラットに覚せい剤を1-2週間投与すると、生理食塩水群と
比較して、ハイリスク・ハイリターンの確率で報酬（餌）

な状態でその刺激を受け取るかによって個体の意

を獲得することを好むようになる。この意思決定の異常

思・行動が決まることを意味しています。一方、

は覚せい剤休薬１週間後においても認められる。

21 世紀における日本は一層のストレス社会を迎
え、意思決定の異常が関与する「こころの病」を
患う人や「触法行為」に手を付ける人が多くなり
ました。覚せい剤などによる薬物依存症や精神病
は脳・神経系の活動異常があることで、ハイリス
ク（刑罰）を恐れずハイリターン（薬物）を好む
ようになるのではと考えられています。またパー
キンソン病の場合、治療過程において意思決定に
異常が生じ、
財産を賭博に投じる患者が現れます。
それだけ、
意思決定の障害は患者自身だけでなく、
周囲の人々や社会に及ぼす深刻な影響として表れ
るわけです。しかし、意思決定障害の研究は他の
精神疾患と比べて明らかに遅れており、ましてや小
動物を対象とした研究はあまり行われていません。
私たちは、動物の行動解析手法に小動物を対象
とした生体 in vivo イメージング法を取り入れ、
意思決定障害の神経回路形成を解明することを目
的に研究を進めています。
実際に、覚せい剤をラッ
トに投与すると、報酬（餌）や罰（不味い餌）に

図２

 ンパクト MRI 装置（MRmini SA, 1.5 T）
コ
。向かって左側
がコンソール部（PC、アンプなど）、右側が磁石部（永久
磁気回路）。実験小動物（マウス、ラット）用の MRI であ
り、臨床用の MRI に比べると比較的磁場の影響を受ける
範囲が小さい。

対する価値観に変化が生じ、ローリスク・ローリ

18
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ターンからハイリスク・ハイリターンの確率で報

この動物の脳内神経活動を可視化し、生体丸ごと

酬を得るように行動（意思決定）が変化すること

の解析を軸に単一個体の意思決定障害に関与する

を見つけました（図１）
。私たちは、この価値観

神経回路形成をイメージングすることを夢見てい

の異常こそが、治療困難な依存症・精神病の根底

ます（図２）。将来的に、私たちの研究は MRI 画

に存在すると考えています。さらに、マンガン造

像所見による意思決定障害の包括的理解に向けた

影 magnetic resonance imaging
（MRI）
法を用いて、

橋渡し研究として貢献できると考えています。

●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」

グローバル COE プログラム「テクスト布置の解釈学的

である佐藤彰一文学研究科特任教授よりあいさつがあり、

研究と教育」は、12月10日
（金）
、11日
（土）
の両日、文学部

ついで、松澤和宏同研究科教授より、文献学と解釈学とい

１階大会議室及び文系総合館カンファレンスホールにおい

う２つの伝統的学問の複雑な相互依存性と双方にまたがる

て、第11回国際研究集会を開催しました。

テクストの根源的二重性について説明がありました。

今回は、
「文献学と解釈学の間」をテーマに、３名の外

引き続き、フランソワ・ラスティエフランス国立科学研

国人研究者を招いて行われ、初日は、まず、拠点リーダー

究センター博士による資料・テクスト・作品の三者関係を

部局ニュース

第11回国際研究集会を開催

文献学と解釈学を統合する記号学的観点から考察した講演
が、また、カレル・フィアラ福井県立大学教授による解釈
の単位としての言語学的「文」概念についての講演が行わ
れました。
２日目には、サイモン・ギャトレルジョージア大学教授
による、作家トーマス・ハーディに即して創作プロセスや
校訂上の諸問題について具体例を示しながらの講演があ
り、その他、明星聖子埼玉大学教授によるドイツの編集文
献学、鎌田隆行信州大学准教授によるバルザックの『農民』
についての研究発表など、白熱した議論が英語とフランス
語で交わされました。人文学の根本に関わり、かつ高度に
専門的な内容でもあったにも関わらず、東京や九州などから
60名を超える参加があり、充実した研究集会となりました。
会場の様子

国際大学交流セミナーを開催
●教育学部

教育学部は、11月21日
（日）
から30日
（火）
の間、日本学生

いる韓国ソウル国立大学校から学生が８名、引率教員が３

支援機構との共催で、国際大学交流セミナー「若者の社会

名の合計11名が、同学部からは、学生が24名、教員が９名

的・職業的発達とアジア市民の形成をめざす教育発達科学

参加しました。

研究セミナー」を開催しました。

セミナーでは、早川教育学部長による「日本の教育と社

教育学部と部局間学術交流協定を結んでいるインドネシ

会への入門」
、寺田盛紀教育発達科学研究科教授及びナ・

ア ディポネゴロ国立大学と大学間学術交流協定を結んで

スンイル ソウル大学教授による「日本における若者世代
のキャリア形成と韓国における若者の移行・進路選択」
、
松田武雄同研究科教授及びハン・スンヒ 同大教授による
「日本の青年組織の文化継承と韓国における若者世代論」、
シンギ・トゥリ・スリスティヨノ ディポネゴロ大学教授
による「インドネシアにおける文化と教育」
、高井次郎同
研究科教授による「日本の若者世代のコミュニケーション
行動」と題する講演が、英語で行われました。
セミナー期間中は、文化交流、各施設訪問も行われ、本
学学生が折り紙講座や着付けを行い、インドネシアの学生
からはインドネシアの政治・経済についての発表、韓国の
学生からは韓国の伝統的な遊びの紹介がありました。ま
た、ホームステイ体験なども行い、参加者全員が互いに交
流を深めることができた実りの多いセミナーとなりました。

記念撮影
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第20回理学懇話会を開催
●大学院理学研究科

大学院理学研究科は、12月３日
（金）
、野依記念物質科学

内藤准教授は「数学で結晶格子を探そう」と題した講演

研究館講義室において、第20回理学懇話会を開催しました。

の中で、結晶格子を数学的対象としてモデル化する方法に

今回は「未知なる結晶格子の数理」をテーマに、内藤久資

ついて解説しました。「対称性とは何か ?」という素朴な

多元数理科学研究科准教授と松本正和岡山大学大学院自然

疑問から出発して、結晶格子が、対称性をつかさどる結晶

科学研究科准教授が、数学者と化学者、両方の視点から講

群と最小作用の原理によって記述できるという「砂田・小谷

演しました。

の標準実現」について解説し、数学的には結晶格子の可能
性が数多く存在することを示した後、炭素結晶による K4
格子の可能性について講演しました。
続いて、松本准教授は「五角形の雪はつくれるか」と題
した講演を行いました。五回対称性をもつように２種類の
ひし形を隙間なく敷きつめるパターンであるペンローズタ
イルの紹介に始まり、正五角形を含む準結晶格子につい
て、合金による構成を紹介した後、水分子とガスのハイド
レードによる準結晶の可能性について講演しました。
講演後には多くの方からの質問やコメントが飛び交い有
意義な会になりました。

講演する内藤准教授

第10回ミュンスター大学・名古屋大学共同セミナーを開催
●大学院理学研究科、物質科学国際研究センター

大学院理学研究科及び物質科学国際研究センターは、11
月30日（火）、12月１日
（水）の両日、ドイツ ミュンスター
大学において、第10回ミュンスター大学・名古屋大学共同
セミナーを開催しました。
初めて冬期にミュンスター大学で開催された今回のセミ
ナーでは、日本側から教員６名と学生５名が研究発表を行

うとともに、共同研究や双方の今後の学生交換に関する打
合せ等を行いました。
今回初めて英語での研究発表を体験する学生もおり、発
表後は「緊張したけれどうまく出来た」という学生や、
「もっときちんと練習してくれば良かった」という学生な
ど様々な感想が聞かれました。
同セミナーは、現地の学生達によって準備、運営される
ため、日本から参加した学生は、ディスカッションの時間
を利用して学生主催の研究室ツアーやキャンパスツアーを
体験しました。
閉会時には、山口茂弘理学研究科教授より、
「これから
もさらに内容の濃い相互共同教育、共同研究、共同セミ
ナーを開催して行きましょう」とあいさつがあり、参加者
は、次回の共同セミナーでの再会を約束していました。

英語での研究発表をする学生
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●大学院医学系研究科

大学院医学系研究科は、11月21日
（日）
、医学部附属病院

し、東海地域の８つの大学によって実施されている東海が

において、東海がんプロフェッショナル養成プラン平成22

んプロフェッショナル養成プランの活動について紹介しま

年度市民公開講座を開催しました。
「がんとともに自分ら

した。

しく生きる」をテーマにした今回は、愛知県を中心に232
名の参加がありました。
最初に、祖父江医学系研究科長が、開会のあいさつを

部局ニュース

東海がんプロフェショナル養成プラン市民公開講座を開催

その後、山田里美医学部附属病院看護部看護師長が「抗
がん剤治療と向き合い、自分らしく生きるために」と題し、
がんについての具体的な説明をするとともに、抗がん剤治
療の副作用と注意点、がんとの向き合い方について、治療
現場からの実践的な話をしました。
続いて、阿部まゆみ医学系研究科特任講師が「自分らし
く生きることを支える緩和ケア」と題し、緩和ケアの考え
方から現状と今後について幅広く詳細な説明をしました。
講演後は、質疑応答が行われ、数多くの質問が寄せられま
した。
最後に、安藤雄一医学部附属病院化学療法部准教授が閉
会のあいさつをし、約２時間半の市民公開講座が終了しま
した。
終了後のアンケートでは、
「役に立つ内容だった」とい
う意見が多数寄せられており、今後も東海地域のがん医療
向上を目的として活動を行います。

会場の様子

平成22年度鶴舞公開講座を開催
●医学部

医学部は、11月20日
（土）
、同学部附属病院中央診療棟３

推進を図ることとし、若年期からの予防対策にも力を注い

階講堂において、平成22年度名古屋大学鶴舞公開講座を開

でおり、病気を未然に予防する健康づくりの重要性が一層

催しました。

増しています。

高齢社会により、医療費、福祉費等を含む社会保障給付

そこで、今年度は「食事：もっとも身近な健康法」と題

費が過去最高の水準となり、医療費は国民所得を上回る伸

し、健康づくりの３要素の１つである「栄養」つまり「食事」

びを示しています。そのため、国も、健康づくりの総合的

を正しくとることがもっとも身近な健康法と考え、「食事」
を題材にし、 鈴木富夫医学部附属病院栄養管理部副部長
による「食事のとり方で良くも悪くもなる生活習慣病」
、
矢野亨治同薬剤部主任による「薬と食品の飲み合わせ～そ
のメカニズムから学ぶ～」、 葛谷雅文医学系研究科老年科
学准教授による「高齢者の栄養に係る問題点－特に摂食障
害と栄養障害」と題した講演が行われました。
当日は、20代から80代のリピーターを数多く含む幅広い
年齢層の約230名が受講し、講演に熱心に耳を傾け、活発
に質問していました。講演終了後には、次年度もぜひ参加
したいという声が多数聞かれ、大変な好評を博しました。

会場の様子

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS◦No. 212

21

部局ニュース

国際シンポジウム「試練と可能性のメディア」を開催
●大学院国際言語文化研究科

大学院国際言語文化研究科は、11月26日
（金）
、文系総合

ジタル化の進展に伴うメディアの変容とその政治的・経済

館カンファレンスホールにおいて、国際シンポジウム「試

的・社会的影響について、日豪韓３カ国の研究者が最新の

練と可能性のメディア－それでも君はジャーナリストを目

分析を発表し討論しました。

指すか－」を開催しました。

まず、前野同研究科長によるあいさつの後、ティモシー・

これは、同研究科メディアプロフェッショナル・コース

マジョリバンクス メルボルン大学准教授、崔英宰翰林大

としての初めての国際シンポジウムで、グローバル化とデ

学准教授、中村登志哉同研究科教授が、それぞれオース
トラリア、韓国、日本の現状分析と展望について発表し、
春名幹男同研究科特任教授が討論者としてコメントしまし
た。インターネットの登場以来、苦境が続く新聞などの伝
統メディアが、生き残りのためにどんな変貌を遂げている
か、各国のメディア政策はどう変化したか、市民の政治意
識や政治コミュニケーションはどう変化したかなどについ
て報告されました。中部地方の他、仙台や広島からの研究
者、新聞社・テレビ局などの報道関係者を含む約90名が出
席し、活発に論議を交わしました。
今後は、同シンポジウムを学際的なメディア研究の拠点
として発展していくための先駆けと位置付け、世界各地の
研究者との学術交流や国際共同研究のネットワークを広げ
ていく予定です。

発表者及び討論者の様子

地球水循環研究センター創設10周年記念行事を開催
●地球水循環研究センター

地球水循環研究センターは、12月11日
（土）
、野依記念学

鳥取環境大学教授による「地球水循環研究センター誕生時

術交流館において、同センター創設10周年記念行事とし

の内外の雰囲気」と題した記念講演が行われ、福嶌教授は、

て、記念式典及び記念講演会を開催しました。

同センター創設の経緯を詳細に説明しました。当日は、来

まず、上田同センター長から、あいさつ及び現状報告が

賓、OB、関係者等、60名の出席がありました。

あった後、濵口総長のあいさつ、森田正信文部科学省研究振

式典の前には、地球水循環研究センター公開講演会「地

興局学術機関課長の祝辞がありました。最後に、福嶌義宏

球水循環研究のフロンティア」が開催され、110名の参加
がありました。檜山哲哉総合地球環境学研究所准教授によ
る「温暖化するシベリアの自然とそこに生きる人々」と題
した講演に始まり、続いて、森本昭彦地球水循環研究セン
ター准教授による「激変する東シナ海と日本海：海流がは
こぶもの」、坪木和久同准教授による「スーパーコンピュー
タで台風を再現する」
、増永浩彦同准教授による「気候の
メディエーター：雨がもたらすもう一つの恵み」と題した
講演があり、同センターの研究及び連携研究の新しい方向
が示されました。講演後の総合討論では、活発な質疑応答
がありました。
なお、同センターは創設10周年を迎えた今年度、改めて文
部科学省から共同利用・共同研究拠点の認定を受けました。

あいさつする総長
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●国際環境人材育成センター

国際環境人材育成センターは、12月２日
（木）
、野依記念

山内拓男中部経済連合会専務理事から来賓あいさつがあっ

学術交流館カンファレンスホールにおいて、国際フォーラ

た後、小野川和延国際連合地域開発センター所長から「国

ム「国際環境人材育成のための高等教育の課題とネット

際環境協力分野における人材育成のために日本の大学に求

ワークの構築」を開催しました。

められるもの」と題した基調講演が行われました。小野川

最初に、渡辺副総長及び山本理事から開会あいさつ、
田口

康文部科学省研究開発局環境エネルギー課長及び

部局ニュース

国際環境人材育成プログラム国際フォーラムを開催

所長は、自身の国際機関での経験を基に、日本の大学の人
材育成の問題点や政府の役割を指摘するとともに、「外向
きの人材」を育てる「外向きの環境」の必要性を始めとし
た、魅力ある大学になるための提言や、若い世代へ期待す
ることを熱く語りました。
午後からは、シバナパン・クマール アジア工科大学教
授、ウォルター・オヤワ ジョモケニアッタ農工大学教授、
アタール・ラーマン バングラデシュ工科大学准教授の他、
山下廣順本学名誉教授、安達

一国際協力機構地球環境部

次長が、各方面から高等教育分野での人材育成やネット
ワーク構築の課題や展望について講演し、引き続きパネル
ディスカションが行われました。パネルディスカッション
では、卒業後のキャリア形成やインターンシップの充実を
含めた大学教育の質の改善について、参加者も含め活発な
議論を行い、約100名が参加する中、充実したフォーラム
パネルディスカッションの様子

となりました。

第10回遺伝子実験施設公開セミナーを開催
●遺伝子実験施設

遺伝子実験施設は、12月６日
（月）
、野依記念学術交流館
カンファレンスホールにおいて、第10回遺伝子実験施設公
開セミナーを開催しました。

を代表する研究者３名が講演を行いました。
最初に、寺内良平岩手生物工学研究センター研究部長が
「イネ大規模突然変異系統群を用いた有用遺伝子同定にむ

「未来を拓くイネ研究」をテーマに行われた今回のセミ

けて」と題した講演を行い、大規模突然変異系統の樹立と

ナーでは、近年発展が著しく、大きく未来を拓きつつある

次世代シーケンサーを活用した特定変異の原因遺伝子の同

イネ研究において、世界の最先端の研究を進めている日本

定について、網羅的で系統的な研究戦略の提案とその成功
例を示しました。
次に、島本

功奈良先端科学技術大学院大学教授が「花

成ホルモン（フロリゲン）Hd3a の構造と分子機構に迫る」
と題して、シロイヌナズナでは困難であったフロリゲンの
細胞内局在、ターゲット遺伝子上での複合体形成について
詳細な報告を行いました。
最後に、松岡

信生物機能開発利用研究センター教授が

「ジベレリン受容の分子メカニズム」と題して、イネの「緑
の革命」に関与したジベレリン系の解説から、ジベレリン
合成遺伝子欠損、分解系や受容体の遺伝子欠損と矮性との
因果関係について分かりやすく解説し、イネの多収品種開
発を目的とするジベレリン系を中心に置いた今後の研究の
方向性を示しました。当日は60名を超える参加があり、活
会場の様子

発な質疑応答、意見交換が行われました。
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第３回先端加速器科学技術推進シンポジウム2010 in 名古屋を開催
●素粒子宇宙起源研究機構

素粒子宇宙起源研究機構は、11月27日
（土）
、栄ガスビル

国際リニアコライダー計画において日本が果たすべき役割

５階ガスホールにおいて、第３回先端加速器科学技術推進

と意義、それに連なる小林・益川理論をノーベル賞へと導

シンポジウム2010 in 名古屋を、先端加速器科学技術推進

いた B ファクトリー実験の実績、そして現代の素粒子物

協議会との共催で、開催しました。

理学に関する理論研究と実験研究への本学の貢献を、広く

同シンポジウムは、
「先端加速器で解き明かす宇宙の謎
『B ファクトリー』から『リニアコライダー』へ」と題し、

周知することを目的として開催され、当日は、150名以上
の参加者がありました。
まず、棚橋誠治基礎理論研究センター長のあいさつ
があり、引き続き、飯嶋

徹現象解析研究センター長、

鈴木厚人高エネルギー加速器研究機構長、益川敏英素粒子
宇宙起源研究機構長の講演がありました。
特に、益川機構長は、現代科学と社会の関わりについて、
ミクロとマクロの関わりを軸とした素粒子物理学の発展を
紐解き、一見専門家以外には無関係に見える現代科学の必
要性について解説しました。
また、高柳雄一多摩六都科学館長の進行で、講演者をパ
ネラーとしたパネルディスカッションも行われ、会場から
は時間内に回答しきれないほど数多くの質問が集まりまし
た。最後に、研究者の社会に対して果たす役割についてパ
ネラー全員の考えを述べて閉会となりました。
記念撮影

予防早期医療創成センター第４回研究会を開催
●予防早期医療創成センター

予防早期医療創成センターは、11月11日
（木）
、大学院医

動車株式会社、株式会社デンソー、富士通株式会社、古河

学系研究科基礎研究棟において、予防早期医療創成セン

電気工業株式会社、日本ガイシ株式会社、伊藤忠商事株式

ター第４回研究会を開催しました。同センターは、予防早

会社、不二製油株式会社と協働研究を実施しています。ま

期医療に関わる広範で複合的な研究課題に対し、医工等分

た、融合研究を刺激し更に発展させるような契機として、広

野を超えた連携や産学官の連携により融合研究に取り組む

く参加者を集め定期的な研究会を開催しており、４回目と

拠点として昨年４月に設置されたもので、現在、トヨタ自

なる今回は、行政、企業等から約100名の参加がありました。
研究会では、松尾医学部附属病院長からのガイダンスの
後、普段は立ち入ることのできない先端医療 ･ 臨床研究支
援センターや､ 電子カルテシステムなど、病院の先端イン
フラの見学ツアーを行いました。引き続き、浅沼浩之工学
研究科教授及び川瀬晃道エコトピア科学研究所教授から、
それぞれ「次世代核酸医薬を目指した人工核酸の設計」
、
「テラヘルツ波の生体応用可能性」について講演がありま
した。
今回のように病院の現場の見学を組み合わせた形での研
究会の開催は、若手技術者を始め、多くの参加者に融合研
究の必要性や意義を実感させる大変効果的な機会となりま
した。

見学ツアーの様子
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戦略的創造研究推進事業東山ライブホロ
ニクスプロジェクト発足懇談会を開催

記念撮影

礒野太陽地球環境研究所研究員が
南極出発前に総長を表敬訪問
●太陽地球環境研究所

総長と握手する礒野研究員

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」を実施
●博物館

セミナーハウスでの様子

大学院理学研究科は、12月９日（木）、野依記念学術交流
館会議室において、戦略的創造研究推進事業（ERATO 型
研究）東山ライブホロニクスプロジェクト発足懇談会を開
催しました。
これは、科学技術振興機構（JST）の ERATO 型研究の
平成22年度プロジェクトに採択され、10月に同プロジェク
トが発足したことに伴うもので、同プロジェクトは、生命
システムの動作原理の解明と活用のための基盤技術の創出
を戦略目標としています。懇談会には、眞峯隆義 JST 理
事、黒木敏高同研究プロジェクト推進部長、渡辺副総長、
尾張部克志理学研究科教授、プロジェクトリーダーである
東山哲也同研究科教授ら関係者が出席しました。
最初に、眞峯理事、渡辺副総長のあいさつの後、黒木部
長から、プロジェクトの選考経緯と協働実施方式の説明が
あり、次いで、東山教授から研究紹介がありました。その
後、プロジェクトの内容や JST の事業などについて活発
な意見交換が行われました。
礒野靖子太陽地球環境研究所研究員が、松見同研究所
長、水野 亮同研究所教授とともに、11月22日（月）、濵口
総長を表敬訪問し、第52次南極地域観測隊として出発する
旨の報告をしました。
礒野研究員は、水野教授とともに、文部科学省南極地域
観測統合推進本部の委嘱を受け、第52次南極地域観測隊と
して、南極の昭和基地での観測研究に従事するため、11月
24日（水）に日本を出発しました。礒野研究員は、本学で初
めての女性越冬隊員であり、同研究所と国立極地研究所が
進めるプロジェクトに基づき、今後極大期に向かい活発に
なる太陽活動が地球の大気環境に与える影響について、現
地で観測・研究します。オゾン層の破壊問題や地球温暖化
など、地球環境問題のより深い解明を目指します。
総長との懇談では、南極へ行くこととなった動機、南極
での活動内容等について話が進み、最後に総長から「この
機会を生かし、研究者として大きく成長して来てほしい」
との激励を受けました。
博物館は、11月27日（土）、博物館野外観察園において、
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」を実施しました。
子どもから大人まで一緒になってドングリの自然史や人
との関わりを体験しながら学ぶこの実習は、今年で８回目
になります。今回は、小学生から社会人までの計21名が参
加して、ドングリの自然史や縄文時代のドングリの利用法
を学びました。
参加者は、午前中、野外観察園や大学構内を回り、ドン
グリのなる木の見分け方や、ドングリが木になるまでの生
活史の説明を受け、木や実を実際に観察しました。
午後からは、野外観察園のセミナーハウスで、縄文人が
食べていたクリの団子を作りました。実際に縄文時代の石
器を使って、乾燥したクリを砕いてひき肉や卵を混ぜ団子
状にして茹でました。出来上がった団子は、石の粉が混
じったり、味もあまりありませんでしたが、試食した参加
者からは「素材の味がして、予想していたよりおいしい」
などの感想が聞かれました。
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部局ニュース

第22回トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催
●附属図書館

附属図書館は、11月30日
（火）
、同館５階多目的室におい

講演では、中国古典を代表する書物である『老子』の概

て、第22回友の会トークサロン「ふみよむゆふべ」を開催

要が説明された後、20世紀に古代墓で発見された出土資料

しました。

の紹介がありました。参加者は、配付資料の図版にある絹

今回は、神塚淑子文学研究科教授による「
『老子』の誕

や竹簡に書かれた文字を読んで、紀元前に遡る『老子』成

生と歴史」と題した講演が行われ、学内外から52名の参加

立の謎に思いを馳せたり、
『老子』につけられた歴代の注

がありました。

釈や、日本における『老子』受容についての説明を聞き、
『老
子』というテキストが、時代を超えて多様に読み解かれて
きたことを学んでいました。
参加者からは、老子の全体像が浮かび上がるような講義
だった、中国の文字の力と紀元前に既にあった思想の力を
感じた、古典のもつ重さの一端を感じとることのできた、
などの感想が寄せられました。

講演する神塚教授

骨格標本作製のためマッコウクジラの骨を発掘
●博物館

博物館は、12月４日
（土）
、知多市緑浜町の東邦ガス知多
緑浜工場において、なごや環境大学との共催で、マッコウ

発掘には、親子連れ21組63名のほか、大学関係者、発掘
のためのボランティアの方々が参加しました。参加者は、

クジラの骨の発掘作業を行いました。
このマッコウクジラは、一昨年５月17日に名古屋港に漂

大路樹生博物館教授らによるクジラに関するレクチャーを

着した体長12メートル、体重20トンの若い雄です。漂着し

聞いた後、スコップなどを使って骨を発掘、収集し、頸椎、

た時点で既に死亡していたため、その後、解剖し、骨格標

背骨（椎骨）や肋骨を並べて、その大きさを実感しました。

本を作製するため、東邦ガスの全面協力のもと、骨を同工

今後、標本作製の過程をへて、骨格標本の完成後、博物

場の空地に埋め、土壌中の微生物による白骨化を進めてい

発掘した骨を前に説明を聞く参加者
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ました。
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発掘の様子

館に収蔵し、展示や研究に活用する予定です。

受賞者一覧
教員
受賞日

受賞名

H22. 7. 3

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

受賞者の所属・職名

受賞者

医学部保健学科助教

太田

進

H22. 7.30

応用物理学会中国四国支部

H22. 8

Discrete Optimization Top Cited Article 
2005–2010

大学院工学研究科教授

宮﨑

誠一

大学院情報科学研究科
准教授

柳浦

睦憲

H22. 8.20

第４回生殖研究ワークショップ

H22. 9. 3

東京コンファレンス2010 
ポスターセッション優秀賞

大学院理学研究科助教

金岡

雅浩

大学院工学研究科助教

岡本

行広

H22. 9. 3
H22. 9.10

日本繁殖生物学会 奨励賞

大学院生命農学研究科助教

井上

直子

スケジューリング学会

大学院情報科学研究科
准教授

柳浦

睦憲

他１名と連名

H22. 9.14

第32回（2010年度）応用物理学会
優秀論文賞

物質科学国際研究センター
助教

宮田

耕充

他３名と連名

H22. 9.15

第17回国際神経病理学会（ ICN 2010 ）
優秀賞ポスター賞

環境医学研究所助教

高岸

芳子

H22. 9.16

日本機械学会2009年度機械力学・計測制御部門
部門賞（功績賞）

大学院工学研究科教授

石田

幸男

H22. 9.21

World Automation Congress 2010

H22. 9.23

日本ロボット学会

H22. 9.24

日本動物学会

H22. 9.25

日本環境共生学会
平成22年度環境共生学術賞著述賞

H22. 9.25

インテリジェントシステムシンポジウム
功労賞

H22. 9.28

膝賞

貢献賞

最優秀発表賞

学術賞


他２名と連名

大学院工学研究科教授

福田

敏男

大学院工学研究科教授

福田

敏男

大学院理学研究科
COE 特任准教授

佐藤

明子

エコトピア科学研究所教授

林

大学院工学研究科教授

福田

敏男

American Geophysical Union, 2009 Editors'
Citations for Excellence in Refereeing,
Geophysical Research Letters

太陽地球環境研究所助教

大塚

雄一

H22.10. 1

61st Annual Meeting of ISE Best Poster Award

エコトピア科学研究所教授

市野

良一

H22.10. 8

従四位瑞宝小綬章

名誉教授

田嶋

太郎

H22.10. 8

第40回日本腎臓学会西部学術大会
優秀演題

医学部附属病院助教

坪井

直毅

H22.10.10

日本地域学会

第19回学会賞著作賞

大学院環境学研究科教授

林

良嗣

H22.10.10

日本地域学会

第19回学会賞著作賞

大学院環境学研究科准教授

加藤

博和

H22.10.18

米国セラミックス学会
Richard M. Fulrath 賞

エコトピア科学研究所
准教授

坂本

渉

H22.10.18

WORD AUTOMATION CONGRESS 2010 
BEST PAPER AWARD

大学院情報科学研究科教授

大岡

昌博

H22.10.20

Asian Core Program Lectureship Award

エコトピア科学研究所
准教授

坂倉

彰

H22.10.22

正四位

名誉教授

瓜谷

郁三

H22.10.22

日本環境整備教育センター
浄化槽研究奨励・楠本賞

エコトピア科学研究所助教

神本

祐樹

H22.10.23

第24回日本 Endourology・ESWL 学会総会
優秀学会賞

医学部附属病院助教

佐々

直人

H22.11. 1

第24回日本 IBM 科学賞化学分野

大学院工学研究科教授

上垣外正己

H22.11. 3

瑞宝中綬章

名誉教授

泉

有亮

詳細は本誌211号 p.6参照

H22.11. 3

瑞宝中綬章

名誉教授

加藤

敏郎

詳細は本誌211号 p.6参照

H22.11. 3

瑞宝中綬章

名誉教授

岸

正倫

詳細は本誌211号 p.6参照

H22.11. 3

日本コンピュータ外科学会 
第７回 CAS Young Investigator Awards
ゴールド賞（日立メディコ賞）

情報連携統括本部情報戦略
室教授

森

健策

H22.11. 8

臨床薬理研究振興財団

環境医学研究所助教

竹内

英之

H22.11. 8

放射線安全管理功労

アイソトープ総合センター
講師

安達

興一

大学院理学研究科助教

深澤

愛子

H22.11.10

功労賞

備考

功労賞

奨励賞

研究大賞
文部科学大臣表彰

第５回アジア最先端有機化学国際会議
Asian Core Program Lectureship Award
（Singapore）





希一郎

黒田健介（大学院工学研究科准教授）、
飯田崇史（大学院工学研究科 M2）、
興戸正純（大学院工学研究科教授）と連名

川邉雄二（平成21年度本学修了生）、
金 涛（平成21年度本学修了生）と連名
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受賞者一覧
受賞日
H22.11.10

受賞名
第５回アジア最先端有機化学国際会議
Asian Core Program Lectureship Award
（Taiwan）
JAMSTEC 中西賞

受賞者の所属・職名

受賞者

備考

大学院理学研究科助教

深澤

愛子

H22.11.10

日本海洋工学会

大学院工学研究科准教授

李

光浩

H22.11.19

正四位瑞宝中綬賞

名誉教授

高木

靖文

H22.11.20

日本テスト学会

大学院教育発達科学研究科
准教授

石井

秀宗

H22.11.24

電気科学技術奨励会

大学院工学研究科助教

有本

英樹

H22.11.25

計測自動制御学会

大学院工学研究科教授

鈴木

達也

H22.11.25

韓国表面工学会

大学院工学研究科教授

高井

治

H22.11.25

第20回学生による材料フォーラム
優秀ポスター賞

エコトピア科学研究所
准教授

伊藤

孝至

松原正樹（大学院工学研究科 M1）と連名

H22.11.26

日本活断層学会2010年度秋季学術大会
若手優秀講演賞

大学院環境学研究科
研究機関研究員

杉戸

信彦

鈴木康弘（大学院環境学研究科教授）、
他７名と連名

H22.11.27

日本網膜硝子体学会
田野 Young Investigator’s Award

医学部附属病院講師

加地

秀

H22.11.29

日本バイオマテリアル学会
日本バイオマテリアル学会賞

大学院工学研究科教授

大槻

主税

H22.11.30

プラズマ・核融合学会

貢献賞

大学院工学研究科教授

豊田

浩孝

H22.11.30

プラズマ・核融合学会

第15回学術奨励賞

エコトピア科学研究所講師

梶田

信

H22.12. 2

大和エイドリアン賞

大学院多元数理科学研究科
教授

杉本

充

H22.12. 2

2010年度（第23回）有機合成化学協会
研究企画賞

物質科学国際研究センター
助教

斉藤

尚平

H22.12. 2

日本燃焼学会

エコトピア科学研究所教授

長谷川達也

小井土賢二（大学院工学研究科 D3）、
他４名と連名

H22.12. 4

国際開発学会賞・特別賞

大学院国際開発研究科教授

大坪

木村宏恒（大学院国際開発研究科教授）、
伊東早苗（大学院国際開発研究科准教授）
と連名

大会発表賞
電気科学技術奨励賞
優秀論文賞
功労賞



論文賞

滋

水谷法美（大学院工学研究科教授）と連名

連名受賞

事務職員・技術職員
受賞日

受賞名

受賞者の所属・職名

受賞者

H22.11. 3

瑞宝単光章

元医学部附属病院看護師長

柿本美彩子

備考

H22.11.24

電気科学技術奨励会
第58回電気科学技術奨励賞

全学技術センター
技術専門員

加藤

泰男

H22.11.30

平成22年度医学教育等関係業務功労者文部科
学大臣表彰大学病院関係

医学部附属病院看護師

伊藤

育子

受賞日

受賞名

受賞者の所属・学年

受賞者

H22. 6. 4

第１回日本光合成学会

大学院生命農学研究科 M1

間合

H22. 7. 9

日本コンクリート工学協会

大学院工学研究科 D2

タン カー キン

H22. 9. 6

化学工学会バイオ部会

優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M1

佐々木寛人

H22. 9. 6

化学工学会バイオ部会

優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M1

大脇

潤己

H22. 9. 7

日本機械学会機素潤滑設計部門
卒業研究コンテスト最優秀発表

大学院工学研究科 M1

三宮

大輝

H22. 9.10

第21回基礎有機化学討論会

ポスター賞

大学院理学研究科 M2

猫橋

祐貴

H22. 9.11

酵母遺伝学フォーラム第43回研究報告会
酵母遺伝学フォーラムポスター賞

大学院理学研究科 M2

坪井

達久

H22. 9.21

第30回日本分子腫瘍マーカー研究会
学術奨励賞

大学院医学系研究科 D4

鈴木

史朗

H22. 9.23

日本化学会生体機能関連化学部会
第25回若手フォーラム ポスター賞

大学院理学研究科 M1

森本

禎子

H22. 9.26

日本環境共生学会第13回学術大会
学生優秀ポスター賞

大学院環境学研究科 D3

梁

娜瑛

H22. 9.26

The 4th ACM International Workshop on
Context-Awareness for Self-Managing Systems
Best paper Award

大学院情報科学研究科 D3

神山

祐一

詳細は本誌211号 p.6参照
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ポスター賞
年次論文奨励賞

備考

絵里

間瀬健二（大学院情報科学研究科教授）、
米澤朋子（平成20年度本学修了生）と
連名

受賞者一覧
受賞日

受賞名

受賞者の所属・学年

受賞者

H22. 9.29

2010年度精密工学会秋期大会
ベストポスタープレゼンテーション賞

大学院工学研究科 M2

中島

悠也

H22. 9.30

錯体化学会第60回錯体化学討論会
ポスター賞

大学院理学研究科 M2

稲葉

央

H22.10. 2

人工知能学会ファイナンスにおける人工知能
応用研究会 優秀論文賞

大学院情報科学研究科 M2

西岡

寛兼

H22.10. 8

名大・精華大・トヨタ・北大（3rd NTTH）
合同シンポジウム 学生ポスター賞

大学院工学研究科 M2

佐々木

章

H22.10. 8

国際学会

大学院医学系研究科 D3

吉見

陽

H22.10.12

International Conference on Molecule-based
Magnets ポスター賞

大学院理学研究科 D3

王

恒

H22.10.14

第７回アジア環太平洋 EPR/ESR 国際シンポ
ジウム（7th Asia-Pacific EPR/ESR Symposium）
ポスター賞（APES2010 Poster Award）

大学院理学研究科 D3

武藤

H22.10.16

平成21年度 ACCP（The American College of
Chest Physicians）日本部会賞

大学院医学系研究科 D4

進藤有一郎

H22.10.16

第55回日本口腔外科学会 
総会・学術大会 優秀口演発表賞

大学院医学系研究科 D3

原

H22.10.17

多文化関係学会

大学院環境学研究科 D1

芝

真里

H22.10.18

日本作物学会第230回講演会
優秀発表賞（口頭発表部門）

大学院生命農学研究科 M1

大井

崇生

H22.10.18

日本作物学会第230回講演会
優秀発表賞（ポスター発表部門）

大学院生命農学研究科 M2

島田

祥宇

H22.10.21

電子情報通信学会

大学院情報科学研究科 D3

浦

正広

H22.10.24

土木学会第37回環境システム研究論文発表会
優秀ポスター賞

大学院環境学研究科 D2

黎

明

H22.10.28

合同エージェントワークショップ＆シンポジウム
2010 ベストポスター賞

大学院情報科学研究科 M1

神谷

達幸

大学院工学研究科 D1

長縄

潤

H22.10.28



発表奨励賞

石井奨励賞

MVE 賞

IEEE 国際情報通信技術シンポジウム2010
（ISCIT2010） Student Award

備考

鳥海不二夫（大学院情報科学研究科助教）、
石井健一郎（大学院情報科学研究科教授）
と連名

尾崎紀夫（大学院医学系研究科教授）、
山田清文（医学部附属病院教授）、
永井 拓（医学部附属病院准教授）と連名

梨沙

憲史

安田孝美（大学院情報科学研究科教授）と
連名

鳥海不二夫（大学院情報科学研究科助教）、
石井健一郎（大学院情報科学研究科教授）
と連名

H22.10.29

北太平洋海洋科学機構（PICES）2010
Best Presentation Awards: MONITOR Topic
Session

大学院環境学研究科 D3

山口

寿史

H22.10.29

日本材料学会

大学院工学研究科 M2

梅田

靖司

国枝
中村

H22.10.29

組込みシステムシンポジウム（ESS2010）
奨励賞

大学院情報科学研究科 D2

一場

利幸

松原 豊（大学院情報科学研究科研究員）、
本田晋也（大学院情報科学研究科准教授）、
高田広章（大学院情報科学研究科教授）と
連名

H22.10.30

第48回日本癌治療学会学術集会

大学院医学系研究科 D2

東

H22.11. 3

日本セラミックス協会生体関連材料部会
激励賞

大学院工学研究科 D2

横井

太史

H22.11. 3

第19回日本コンピュータ外科学会大会
Best Poster 賞

大学院情報科学研究科 M1

坂本

佳隆

H22.11. 4

AsBIC V Student Travel Award

大学院理学研究科 D3

藤城

貴史

H22.11. 5

第３回国内シンポジウム
ブレークスルーポスター賞

大学院医学系研究科 D4

細野

祥之

H22.11. 6

薄膜材料デバイス研究会
ベストペーパーアワード

大学院工学研究科 M1

小出

浩貴

H22.11. 7

Asian Core Program 0th Junior Workshop on
Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia
Poster Award

大学院工学研究科 D3

鈴木

伸治

H22.11.19

日本鋼構造協会第18回鋼構造シンポジウム
2010 アカデミーセッション優秀発表賞

大学院環境学研究科 D3

藤井

俊二

最優秀論文賞

優秀演題賞


稔（大学院工学研究科准教授）、
光（大学院工学研究科教授）と連名

真規子

小田昌宏（情報連携統括本部情報戦略室
特任助教）、森 健策（情報連携統括本部
情報戦略室教授）他２名と連名

長尾有記（大学院工学研究科 M2）、
河本邦仁（大学院工学研究科教授）、
太田裕道（大学院工学研究科准教授）と
連名
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受賞者一覧
受賞日

受賞名

受賞者の所属・学年

受賞者

H22.11.20

第16回情報文化学会

H22.11.20

第４回物質科学フロンティアセミナー
ポスター賞

大学院情報科学研究科 D3

近藤

真由

大学院理学研究科 D1

名倉

和彦

H22.11.21

第17回日本時間生物学会学術大会
優秀ポスター賞

大学院生命農学研究科 D1

中根

右介

H22.11.22

有機合成化学協会東海支部 
第41回中部化学関係学協会支部連合秋季大会
VIP 賞

大学院工学研究科 D1

佐久間雅幸

H22.11.22

有機合成化学協会東海支部 
第41回中部化学関係学協会支部連合秋季大会
優秀賞

大学院工学研究科 M2

木下奈津子

H22.11.22

有機合成化学協会東海支部 
第41回中部化学関係学協会支部連合秋季大会
優秀賞

大学院工学研究科 M2

中村

H22.11.22

有機合成化学協会東海支部 
第41回中部化学関係学協会支部連合秋季大会
優秀賞

大学院工学研究科 M2

宇佐美良太

H22.11.26

第35回鳥類内分泌研究会

大学院生命農学研究科 D1

中根

右介

H22.11.26

日本航空宇宙学会

大学院工学研究科 M2

田中

潤治

学会賞

若手研究奨励賞

中部支部学生賞

備考

吉村 崇（大学院生命農学研究科教授）
他７名と連名

慎司

吉村 崇（大学院生命農学研究科教授）
他７名と連名

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時

本学関係の新聞記事掲載一覧［平成22年11月16日～12月15日］
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記事

月日

1

大学共同利用機関シンポジウム「万物は流転する－宇宙・生命・情報・文化の過去・現在・未来－」開催：20日
小林 誠本学特別教授が講演

11.16（火） 日刊工業

新聞等名

2

現代日本誤百科（342）：「財政破綻になる」町田 健文学研究科教授

11.16（火） 中日（朝刊）

3

名古屋市長杯ソフトテニス男子ダブルス決勝：長縄さん本学学生は4-1で東邦ガスチームに勝利する

11.16（火） 中日（朝刊）

4

東海大学サッカー：本学は東海学園大学に2-0で敗れる

11.16（火） 中日（朝刊）

5

東海学生ラグビーリーグ：本学は愛知教育大学に21-19で敗れる

11.16（火） 中日（朝刊）

6

愛知県大学ソフトボール：女子は準決勝で至学館大学に敗れ、３位決定戦で中京大学に敗れる

11.16（火） 中日（朝刊）

7

太田裕道工学研究科准教授らは水を使って絶縁体から効率のよい熱電材料を作ることに成功する

11.17（水） 中日（朝刊）
日刊工業
11.17（水） 日刊工業

8

本学などの大学や中部圏の企業で組織するレアメタルの回収・再資源化の研究会が12月に発足する

9

現代日本誤百科（343）：番号は「ご記憶ですか」町田 健文学研究科教授

11.17（水） 中日（朝刊）

10

植田研二工学研究科准教授、守谷 誠エコトピア科学研究所助教は材料化学研究助成基金の助成対象に選ばれる

11.17（水） 日刊工業

11

朝井 都さん教育学部附属高等学校１年生は「税の作文」で国税局長賞を受賞する

11.17（水） 中日（朝刊）

12

歴史科学協議会大会「世界史認識と東アジア」開催：20日 池内 敏文学研究科教授が報告

11.17（水） 読売
11.18（木） 中日（夕刊）

13

渡辺副総長は「グローバル COE プログラムが再び事業仕分けの対象になるとはがくぜんの思いだ」と話す

11.18（木） 日刊工業

14

本学、航空機メーカー、中部経済産業局などの産学官で、年明けにも経済産業省のイノベーション拠点立地支援事
業に立候補する

11.18（木） 朝日（朝刊）

15

現代日本誤百科（344）：「ご支度をしてお待ちください」町田 健文学研究科教授

11.18（木） 中日（朝刊）

16

水野 亮太陽地球環境研究所教授、磯野靖子同研究員が第52次南極観測隊に参加する

11.18（木） 読売

17

ミクロの探検隊「動物のからだ（組織）：腎臓や粘膜などの組織を電子顕微鏡や光顕微鏡で見てみよう」開催：
12月24日

11.18（木） 読売
11.20（土） 中日（朝刊）

18

在日米国商工会議所航空産業小委員会は航空機産業に携わる地域の人材を育てるため、本学との協業の検討を始め
る

11.19（金） 日刊工業

19

ウエストロー・ジャパン株式会社は本学などの大学が保存する法学関連論文につながるリンク機能を整備する

11.19（金） 日刊工業

20

12月１日に新設される減災連携研究センター長に就任する藤井理事は「『東海』『東南海』『南海』の三連動地震は
いつ起きてもおかしくない。大規模災害に対する国内屈指の減災研究拠点に発展させたい」と話す

11.20（土） 中日（朝刊）

21

小林 誠本学特別教授は科学研究費補助金の基金化を訴える

11.20（土） 読売

22

国際シンポジウム「試練と可能性のメディア－それでも君はジャーナリストを目指すか－」開催：26日

11.20（土） 中日（朝刊）

23

和式馬術供覧開催：12月19日

11.20（土） 中日（朝刊）
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月日

新聞等名

24

本学と藤田保健衛生大学、信州大学、株式会社スズケンおよび名古屋市立大学は共同で無呼吸症候群を心電図で判
定する機器を開発する

11.20（土） 中日（朝刊）

25

北村研人さん本学学生は児童養護施設に入所する子どもを対象とした星空観察会の企画に参加し、「ほかの子と同
様に、星空を眺めるチャンスを与えたい」と話す

11.20（土） 中日（朝刊）

26

第16回交通流シミュレーションシンポジウム公開講演「ナゴヤドーム渋滞形成実験 渋滞はなぜ発生するのか－その
数理と実証実験映像－」開催：26日 杉山雄規情報科学研究科教授が講演

11.20（土） 中日（朝刊）
11.25（木） 朝日（夕刊）
11.27（土） 読売

27

速水敏彦教育発達科学研究科教授は若者の科学志向を冷静に見据えた姿勢で書かれた毎日新聞の記事を取り上げ、
論説する

11.22（月） 毎日（朝刊）

28

現代日本誤百科（345）：「陳謝の意」を表する 町田 健文学研究科教授

11.22（月） 中日（朝刊）

29

レーザー：田中信夫エコトピア科学研究所教授は本学の超高圧電子顕微鏡がすべて国産で出来ていることを強調する

11.22（月） 日刊工業

30

東海大学サッカー：本学は岐阜大学に1-0、四日市大学に2-1で勝利する

11.22（月） 中日（朝刊）

31

東海学生ラグビーリーグ：本学は53-14で南山大学に勝利する

11.22（月） 中日（朝刊）

32

東海学生卓球：小野瀬さん本学学生（シングルス２位）

11.22（月） 中日（朝刊）

33

本学の、カウンセリングの研修を受けた学生がちょっとした悩みを抱えた学生の相談に乗る「ピア・サポート制度」
が紹介される

11.23（火） 中日（朝刊）

34

先端加速器科学技術推進シンポジウム2010 in 名古屋『宇宙の謎に挑む 日本の貢献「Ｂファクトリー」から「リニア
コライダー」へ』開催：27日 益川敏英本学特別教授が講演

11.23（火） 中日（朝刊）

35

現代日本誤百科（346）：「口を濁す」町田 健文学研究科教授

11.23（火） 中日（朝刊）

36

叙位叙勲：正四位瑞宝中綬章 髙木靖文本学名誉教授

11.23（火） 読売

37

レーザー：飯島澄男特別招へい教授は「グラフェンの恩恵は先に製品化したものが得る。負けられない」と話す

11.23（火） 日刊工業

38

博物館特別講演会「桜山校舎で過ごした青春時代」開催：12月４日

11.23（火） 中日（朝刊）

39

中山道東濃駅伝：女子の部 本学女子混成チームが２位、山口洋美さん、寺西美希さん、北村幸奈さん本学学生が区
間賞を受賞  一般Ａの部 田中祐治さん本学院生が区間賞を受賞

11.23（火） 中日（朝刊）

40

名大カフェ “Science, and Me” 特別回「美的サイエンス－メイクアップがかなえる美－」開催：12月11日

11.23（火） 中日（朝刊）
11.26（金） 毎日（朝刊）

41

現代日本誤百科（347）：大会の「中止が危ぶまれる」町田 健文学研究科教授

11.24（水） 中日（朝刊）

42

日中友好協会愛知県連合会副会長を務める鳥居達生本学名誉教授は漫画展「中国からの引き揚げ～少年たちの記憶」
に寄せて、自身の中国引き揚げの体験を語る

11.24（水） 朝日（朝刊）
11.25（木） 赤旗

43

本学は東京大学名誉教授 田中靖郎氏に特別教授の称号を授与すると発表する

11.25（木） 中日（朝刊）

44

現代日本誤百科（348）：「おたばこをお吸いのお客様」町田 健文学研究科教授

11.25（木） 中日（朝刊）

45

国際フォーラム「国際環境人材育成のための高等教育の課題とネットワークの構築」開催：12月２日

11.25（木） 中日（朝刊）

46

日本キャリアデザイン学会中部支部設立記念講演会・交流懇親会開催：12月４日 金井篤子教育発達科学研究科教授
が講演

11.25（木） 中日（朝刊）

47

平成22年度医学教育等関係業務功労者文部科学大臣表彰：伊藤育子医学部附属病院看護師

11.25（木） 中日（朝刊）
読売

48

武田 穰産学官連携推進本部教授は日本中将棋連盟会長を務め、江戸時代以前から指されてきた古将棋の一つであ
る「中将棋」について、
「中将棋を指す人は多くないが、ネット対局もできるし、ルールがチェスと似ているなど海
外の人も参加しやすい」と話す

11.25（木） 産経新聞関西版

49

名大カフェ "Science, and Me" 第６回「里山から考える持続性社会」開催：12月２日 高野雅夫環境学研究科准教授
が講演

11.25（木） 読売
11.26（金） 中日（朝刊）
毎日（朝刊）

50

伊丹健一郎理学研究科教授は「カーボンナノリング」を狙った直径で自在に作り分けることに世界で初めて成功する

11.26（金） 朝日（朝刊）
他３社

51

なんてん15周年記念講演会開催：27日 福井康雄理学研究科教授が講演

11.26（金） 中日（朝刊）

52

環境学研究科は株式会社ヤマナカと共同で国産食料品の購入を促進する農林水産省のモデル実証実験に参加する

11.26（金） 日経（朝刊）
11.27（土） 読売

53

生物物理学会50周年記念講演会開催：12月２日 美宅成樹工学研究科教授が講演

11.26（金） 朝日（朝刊）
11.30（火） 毎日（朝刊）

54

本学は2013年度より医学部医学科の一般入試に面接試験を導入する

11.26（金） 中日（朝刊）
12. 3（金） 読売

55

博物館特別講演会「古生代の生命 節足動物の成功への軌跡」開催：12月４日

11.26（金） 中日（夕刊）

56

本学学生食堂で低カロリーの料理を食べると代金のうち20円が途上国に給食費として寄付される取り組みが始まる

11.26（金） 日経（夕刊）

57

小野耕二法学研究科教授は河村たかし名古屋市長の突然の辞職表明について、「あまりに一方的」と話す

11.27（土） 中日（朝刊）

58

近藤孝男理学研究科教授らのグループは藍藻の「時計たんぱく質」のリズミカルな構造変化を解明する

11.27（土） 中日（朝刊）
11.29（月） 日刊工業

59

小林 誠本学特別教授は湯川秀樹氏を「例外的な天才のシンボル」と語る

11.27（土） 朝日（夕刊）

60

中部経済学インターゼミ開催：27日 根本二郎経済学研究科教授の研究室の学生が「観光需要と経済効果の計測」と
題して発表する

11.28（日） 中日（朝刊）
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記事

月日

新聞等名

竹中千里生命農学研究科教授は COP10の意義を語り継ぐシンポジウムで「虫を食べるラオスの人には森を守る大切
さが染み付いている。食を通じ、自然に目を向けてほしい」と話す

11.28（日） 中日（朝刊）

62 「天正地震シンポジウム」開催：27日 鷺谷 威環境学研究科教授、鈴木康弘同教授が講演

11.28（日） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

63

利根川玲奈さん本学学生は国際科学技術財団の派遣事業で今年のノーベル賞授賞式に参加する

11.28（日） 中日（朝刊）

64

本学学生たちは学費値上げ反対の署名活動を展開する

11.28（日） 毎日（朝刊）

65

日経新聞「大学イメージランキング」での本学のイメージ評価が掲載される

11.29（月） 日経（朝刊）

66

現代日本誤百科（349）：「歩行禁煙」町田 健文学研究科教授

11.29（月） 中日（朝刊）

67

ベンチャー SPIRITS2010 in 名古屋開催：12月７日 山田基成経済学研究科准教授がパネリストとして参加

11.29（月） 日刊工業

68

本学は大型電子顕微鏡を導入し、ナノ領域の研究に力を注ぐ

11.29（月） 日刊工業

69 「まちの魅力発見ワークショップ」開催：27、28日 本学学生が参加

11.29（月） 日刊工業

70

本学などからなる「オールジャパン」態勢の「初期分析チーム」が「イトカワ」の微粒子を分析に取り組む

11.29（月） 中日（夕刊）

71

１年前から就職活動をしているある本学大学院生は、「これ以上両親に負担をかけられない。既卒になると就職は
もっと難しい」と話し、目標を国家公務員に切り替え勉強に取り組む

11.29（月） 中日（夕刊）

72 「花祭り、世界無形遺産登録に向けて」開催：12月４日 佐々木重洋文学研究科准教授が公開討論に参加する

11.30（火） 朝日（朝刊）

73

探究人：珪藻の化石を研究する須藤 斎環境学研究科助教が紹介される

11.30（火） 朝日（朝刊）

74

岡本美紀さん本学学生は中日新聞の「學生之新聞」の特集「海外留学生の正社員採用目立つ」の学生取材スタッフ
を務める

11.30（火） 中日（朝刊）

75

本学は「東海」「東南海」「南海」の３地震連動に備え「減災連携研究センター」を学内に新設する

11.30（火） 毎日（夕刊）
12. 1（水） 朝日（夕刊）
他２社
12. 3（金） 読売

76

松岡 信生物機能開発利用研究センター教授らは１つで収量を増やし、倒れにくくするイネの遺伝子を発見する

12. 1（水） 中日（朝刊）
他２社

77

本学と国立天文台などの研究チームは巨大銀河の中心にある２つのブラックホールが約500年後に衝突することを
突き止める

12. 1（水） 日経（朝刊）
朝日（夕刊）

78

現代日本誤百科（350）：「ソーセージの概念を覆す」町田 健文学研究科教授

12. 1（水） 中日（朝刊）

79

中田 實本学名誉教授が座長を務める名古屋市「地域委員会」についての研究会は、河村たかし名古屋市長に地域委
員の選任方法の見直しの必要性などを提言する

12. 1（水） 読売

80

情報科学研究科附属組込みシステム研究センターは次世代車載向けのリアルタイム基本ソフトの開発を始めると発
表する

12. 2（木） 日刊工業

81

現代日本誤百科（351）：「襟の形が変幻自在」町田 健文学研究科教授

12. 2（木） 中日（朝刊）

82

森 英樹本学名誉教授は仙谷由人官房長官の「自衛隊は暴力装置」発言について論説する

12. 2（木） 朝日（夕刊）

83

濵口総長は第24回中日産業技術賞の選考委員を、岡本佳男本学特別招へい教授、内山 晉同名誉教授、河本邦仁工
学研究科教授および柿沼淳司元本学教授は専門委員を務める

12. 3（金） 中日（朝刊）

84

益川敏英本学特別教授は名古屋市立向陽高等学校で行われたノーベル賞受賞記念碑の除幕式に出席する

12. 3（金） 中日（朝刊）

85

家森信善経済学研究科教授は中部地方の金融市場の状況について解説する

12. 3（金） 日経（朝刊）

86

篠原久典理学研究科教授と宮田耕充物質科学国際研究センター助教らは界面活性剤と超音波を使って金属と半導体
が混在するナノチューブから半導体成分だけを99％以上まで高純度化することに成功する

12. 3（金） 日経産業新聞

87

博物館地域連携行事「名古屋大学で皆既月食をみる会」開催：21日

12. 3（金） 読売
12. 4（土） 朝日（朝刊）
12. 8（木） 中日（朝刊）

88

市民公開シンポジウム「くらしの中のバイオテクノロジー バイオの安心・安全」開催：１月30日 武田 穰産学官連
携推進本部教授が講演

12. 4（土） 中日（朝刊）

89

小野耕二法学研究科教授は最高裁判所での一票の格差の違憲判決について「一人一票は民主主義の原則。裁判所が
それと向きあう判断をした」と話す

12. 4（土） 中日（朝刊）

90

杉谷健一郎環境学研究科教授らのグループは真核生物の可能性がある微化石を発見する

12. 4（土） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）
12. 6（月） 日経（夕刊）

91

加藤博和環境学研究科准教授は、予約に応じて乗り合いバスやタクシーを走らせる「デマンド交通」について「交
通需要が少ない場所では、デマンド交通は利用者、事業者ともに効率が高くなる場合がある。乗客のニーズに応じ、
ルートやダイヤをある程度決めるなど、適材適所で使いこなすことが大切」と話す

12. 4（土） 朝日（夕刊）

92

博物館主催で、標本とするために地中に埋められたマッコウクジラの骨の掘り出し作業が市民参加で行われる：４日

12. 5（日） 読売

93

生徒の発案により教育学部附属中学校でハーバード大学のマイケル・サンデル教授の講義形式にならった対話型白
熱教室が開かれることになる

12. 5（日） 朝日（朝刊）

94

現代日本誤百科（352）：今後の「情報に警戒して」ください 町田 健文学研究科教授

12. 6（月） 中日（朝刊）

95

きらり☆研究開発：澤 博工学研究科教授がリチウムイオン入りフラーレンの構造解析を行った研究者として紹介さ
れる

12. 6（月） 日刊工業

96

東海学生女子駅伝：鈴木亜由子さん本学学生は大会新記録で区間賞を受賞する

12. 6（月） 中日（朝刊）
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97

東海学生駅伝：本学Ａチームは３位となる

12. 6（月） 中日（朝刊）

98

東海大学サッカー：本学は名古屋商科大学に4-0で敗れる

12. 6（月） 中日（朝刊）

99

現代日本誤百科（353）：「飲酒の方のご入浴はご遠慮」ください 町田 健文学研究科教授

12. 7（火） 中日（朝刊）

100 カップリング反応を使って有機電子材料を作る研究をしている山口茂弘理学研究科教授は「炭素とニッケルよりも
炭素とパラジウムの結合のほうが安定していて、反応がきれいに進むことも多い」と話す

12. 7（火） 毎日（朝刊）

101 本学などの５つの研究機関は、名古屋市や多治見市で猛暑や集中豪雨が起きる仕組みを科学的に解明し、対策を提
案することをめざすプロジェクトを開始する

12. 7（火） 朝日（夕刊）

102 本学と日本電子株式会社および東洋炭素株式会社は金属内包フラーレンを24時間連続して高効率に製造する装置
を開発する

12. 8（水） 日刊工業

103 現代日本誤百科（354）：「新たな宿敵」町田 健文学研究科教授

12. 8（水） 中日（朝刊）

104 第二回「中部の未来を考える会」開催：２日 林 良嗣環境学研究科教授がコーディネーターを務める

12. 8（水） 中日（朝刊）

105 現代日本誤百科（355）：「ツーキニスト」町田 健文学研究科教授

12. 9（木） 中日（朝刊）

106 環境学研究科長に溝口常俊同研究科教授が選出される

12. 9（木） 中日（朝刊）
他２社

107 本学で「読売新聞特別講座」が「米国オバマ政権とアジア」のテーマで開催され、参加したスリンブラティブ・
ケサニーさん本学学生は「賛成できない意見などもあったが、様々な考え方を聞けてよかった」と話す

12. 9（木） 読売

108 本学など４大学と共同で、物質・材料研究機構が次世代微細シリコン素子を高性能化するための電極の新しい形成
手法を開発する

12. 9（木） 日刊工業

109 健康教育講座「高齢期の身体活動と健康長寿」開催：17日 榊原久孝医学部保健学科教授が講演

12. 9（木） 読売
12.14（火） 中日（朝刊）

110 國枝秀世理学研究科教授、金田英宏同准教授、石原大助同 COE 研究員らのグループは爆発した星の残骸からダスト
が生成される様子を鮮明な画像でとらえることに成功する

12. 9（木） 中日（夕刊）

111 濵口総長は「産業は国際化しており、日本人が戦っていくには国際化が絶対に必要」と語る

12. 9（木） 中日（夕刊）

112 渡辺副総長は「グローバル30」が事業仕分けで「いったん廃止」となったことについて、「今さら廃止といわれて
も、学生の募集を既に始めた。ここでやめたら国際的信頼を失い、誰も日本に来なくなる」と話し、本学が国の予
算がなくても独自に留学生を募集する方向で検討していることについて、
「その場合、教授陣らの研究費を削らざる
を得ない」と語る

12. 9（木） 中日（夕刊）

113 シンポジウム「LED 開発の現状と産業振興について」開催：22日 天野 浩工学研究科教授が講演

12.10（金） 毎日（朝刊）

114 野依良治本学特別教授はパデュー大学特別教授 根岸英一氏、北海道大学名誉教授 鈴木 章氏との座談会に出席する

12.11（土） 読売

115 パデュー大学特別教授 根岸英一氏と親交がある北村雅人物質科学国際研究センター教授は、同氏のノーベル賞受
賞に関して「日本の有機化学合成研究が世界でますます認められる」と話す

12.11（土） 中日（朝刊）

116 中村英樹工学研究科教授らと飯田市は信号のない円形交差点「ラウンドアバウト」導入に向けた社会実験を開始する

12.11（土） 朝日（朝刊）

117 福和伸夫環境学研究科教授は「東京タワーや名古屋テレビ塔は高さと足元の幅の比率は４対１程度だった。スカイ
ツリーではそれが９対１になり、これはこの間の建築技術の向上を示している」と話す

12.11（土） 中日（朝刊）

118 早川直樹エコトピア科学研究所教授は瞬時電圧低下への対策について「供給側の対策には限界があり、メーカー側
と共同で対策を講じていくのも一手だ。どこでも起きる可能性のある事象だが、特に工業集積地では無停電電源装
置の導入など企業の自衛策も含めて対応していく必要があるのではないか」と話す

12.11（土） 中日（朝刊）

119 名古屋大学ギターマンドリンクラブ定期演奏会開催：26日

12.11（土） 中日（朝刊）

120 教育発達科学研究科高等教育マネジメント分野創設10周年記念シンポジウム「大学職員と大学院 高等教育マネジメ
ントプログラムの課題と展望」開催：14日

12.11（土） 読売

121 「日経 TEST（日経経済知力テスト）」：グループ部門で名古屋大学 TEAM しんちゃんが４位、ゼミ部門で中東正文法
学研究科教授のゼミが２位となる

12.12（日） 日経（朝刊）

122 この人に聞きたい：森川高行環境学研究科教授は著作「道路は、だれのものか」に関してインタビューを受ける

12.12（日） 朝日（朝刊）

123 小林 誠本学特別教授、益川敏英同特別教授、飯島澄男同特別招へい教授らが新しく学士院会員に選ばれる

12.14（火） 中日（朝刊）
他４社

124 名大サロンの主役：渡邉誠一郎環境学研究科教授が「惑星・科学哲学・サロン」と題して講演

12.14（火） 中日（朝刊）

125 現代日本誤百科（356）：「日本語が分からないために来す問題」町田 健文学研究科教授

12.14（火） 中日（朝刊）

126 愛知県は本学医学部附属病院など県内の４つの病院に「肝疾患相談室」を開く

12.14（火） 読売

127 学生街ダンス：鈴木まり子さん本学学生はインドネシアでの海外教育実習に参加した体験をリポートする

12.14（火） 中日（朝刊）

128 有田隆也情報科学研究科教授は講義でボードゲームを活用し、「協調性や社会性など生きるために必要な能力の訓
練にも最適」と話す

12.14（火） 産経（朝刊）

129 現代日本誤百科（357）：「交通量が激しい」町田 健文学研究科教授

12.15（水） 中日（朝刊）

130 時のおもり：池内 了本学名誉教授はサイエンスカフェの試みについて論説する

12.15（水） 中日（朝刊）

131 つぶやき＠ナゴヤ考なう：和歌山県出身の玉置真悟さん本学学生はみそダレを持参する地元出身の友人にカル
チャーショックを受け、一方、地元出身の牧野由佳さん本学学生は大学の研究室にもみそダレを常備する

12.15（水） 朝日（朝刊）
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イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等

１月11日（火）～３月31日（木）
場
所：博物館２階展示室
時
間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入 場 料：無料

内容

博物館企画展
「恐竜たちがやってきた
－化石から学ぶ過去の生物多様性－」
テ ー マ：
「第３弾こんな化石がみつかるの？例外的に良好に保存された化石群特集」

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
１月11日（火）～２月５日（土）、
３月８日（火）～４月９日（土）
場
所：博物館２階展示室、
野外観察園セミナーハウス
時
間：10：00～16：00
入 場 料：無料

ボタニカルアート作品展
内

容：１月11日から２月５日までをⅠ期としてサークル作品を中心に
展示、３月８日から４月９日までをⅡ期として東海林富子氏の
作品を中心に展示

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
１月18日（火）、１月21日（金）
場
所：経済学部４階演習室14（1/18）
経済学部２階第１会議室（1/21）
時
間：13：00～14：30（1/18）
16：30～18：00（1/21）
参 加 費：無料

経済学研究科ワークショップ
講演題目：「社会経済研究ワークショップ：カレツキの政治経済学」（1/18）
講 演 者：山本英司氏（奈良産業大学）
講演題目：「ゲーム理論とその応用：信念を誘発する二項化された
スコアリング・ルール」（1/21）
講 演 者：奥井 亮氏（京都大学）

［問い合わせ先］
経済学研究科
講師 藤田真哉 052-789-5953（1/18）
准教授 安達貴教 052-789-5962（1/21）
１月18日（火）
場
所：野依記念物質科学研究館２階
講演室
時
間：10：30～12：00
参 加 費：無料
［問い合わせ先］
GCOE 事務局
gcoe-office@chem.nagoya-u.ac.jp
１月19日（水）、２月10日（木）
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

グローバル COE プログラム
「分子性機能物質科学の国際教育研究拠点形成」
講義［社会と科学］
講演題目：「世界の将来を担う中国の研究者たち：夢追うチカラ」
講 演 者：高 清志氏（天津大学薬学院教授）

第66回、第67回防災アカデミー
講演題目：「私の体験的危機管理－阪神・淡路大震災と
新型インフルエンザ広報体験から－」（1/19）
講 演 者：桜井誠一氏（神戸市役所）
講演題目：「阪神・淡路大震災を語り継ぐ
－震災の直接体験を持たない学生たちのチャレンジ」（2/10）
講 演 者：舩木伸江氏（神戸学院大学）

［問い合わせ先］
災害対策室 052-788-6038
１月19日（水）、２月24日（木）
場
所：環境総合館１階レクチャーホール
時
間：15：00～17：00
参 加 費：無料
［問い合わせ先］
しんきん環境事業イノベーション寄附講座
052-747-6550
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しんきん環境事業イノベーション寄附講座
第９回、第10回企業経営者向けゼミナール
講演題目：「最近の資源エネルギー状況」（1/19）
講 演 者：大澤一雄氏（伊藤忠商事株式会社）
講演題目：「リチウムイオン電池の現状」（2/24）
講 演 者：佐野 充（環境学研究科教授）

イベントカレンダー
開催月日・場所・問い合わせ先等

内容

１月22日（土）、２月５日（土）
場
所：経済学部カンファレンスホール
時
間：10：00～12：00
参 加 費：無料

名古屋大学オープンカレッジ「自由奔放！サイエンス」

［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
１月27日（木）
場
所：文系総合館７階オープンホール
参 加 費：無料

講演題目：「健康つくりと ICT（情報通信技術）」（1/22）
講 演 者：水野正明（医学系研究科准教授）
講演題目：「統治技術の変化が意味するもの：国家による監視は問題か？」（2/5）
講 演 者：大屋雄裕（法学研究科准教授）

第55回客員教授セミナー
講演題目：「アメリカの大学院教育と研究者養成：歴史と比較の視点から」
講 演 者：福留東土氏（広島大学）

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
研究員 西原志保 052-789-5814
１月28日（金）
場
所：生命農学研究科 A-334号室
時
間：15：30～17：00
参 加 費：無料

農学国際教育協力研究センター
2010年度第４回オープンセミナー
講 演 者：アヌチャイ・ピニョプミン氏（タイ／カセサート大学准教授）

［問い合わせ先］
農学国際教育協力研究センター
教授 前多敬一郎 052-789-4073
１月29日（土）
場
所：博物館２階展示室
時
間：14：00～15：00
入 場 料：無料

博物館コンサート
アイルランド音楽紀行
内

容：アイルランドのダンス音楽、民謡などの演奏と
アイルランド音楽の楽器解説

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
２月11日（金）
場
所：博物館３階講義室
時
間：13：00～15：00
定
員：15名
参 加 費：100円（保険代）

電子顕微鏡で見る
－野鳥のミクロ世界－

［問い合わせ先］
博物館事務室 052-789-5767
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昭和塾堂 ―鶴舞復興前の名大医学部校舎―

名古屋大学東山キャンパスから程近く、地下鉄本山駅か
ら歩いてすぐの城山八幡宮境内の西南に、昭和塾堂と呼ば

必要です。しかし敗戦の混乱の中で、鶴舞の復興は容易な
ことではありませんでした。

れる建物があります。ここが、かつて名古屋（帝国）大学

そこで、復興までの仮校舎の１つとして白羽の矢が立っ

の校舎として使われていたことは、意外に知られていない

たのが、戦時中の1943年に軍に接収されたのち、当時は再

と思います。

び愛知県が所有していた昭和塾堂の建物でした。1945年12

昭和塾堂は、1929
（昭和４）
年、愛知県の施設として建設

月、名古屋帝国大学（47年10月から名古屋大学）はこの建

されました。青年団の幹部養成、教化を目的とする修養道

物を県から無償で貸与されたのです。ここに医学部の解

場であり、毎年多くの若者がここでの講習会に参加しまし

剖、第二病理、生理、薬理、衛生の各教室を移転し、医学

た。名実ともに、昭和戦前期における愛知県の青年教育の

部と附属医学専門部の第１学年、第２学年の講義を開始し

センターだったのです。建造物としても、当時の様式の特

ました。
その後、1949年２月、愛知県はこの建物を研究施設や職

徴をよく残す貴重な近代建築です。
さて、名古屋帝国大学医学部は、1945年３月の空襲に

員の研修所などに使用するため、名大に明け渡しを求めま

よって、鶴舞の校舎のほぼ全てと附属医院建物の約半分を

した。不十分ながら鶴舞の復興が徐々に進んでいた名大も

焼失してしまいました。そして敗戦後、講義を再開しなけ

これに応じ、50年３月に県への返還がなされ、４年余りの

ればならず、また各地に疎開していた研究室がもどる先も

名大キャンパスとしての歴史に幕を閉じました。
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名古屋大学基金
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 設当時の昭和塾堂（1929年）。敷地は城山八幡宮から無償で貸与された。鉄筋コンク
建
リート地上４階（塔屋部）・地下１階建て、総床面積約2065m2。600人収容の講堂に、
神殿、教室、食堂、図書館、寝室、浴室、貴賓室などの設備が整っていた。
1950年頃（名大時代か）の昭和塾堂玄関。
現在の昭和講堂内部。廊下や階段および講堂は、ほぼ名大校舎時代のままだという。
建設当時の昭和塾堂見取図。人づくりの殿堂ということで、人の字形に設計された。
現在の昭和塾堂。名大から県への返還後、1967年に城山八幡宮へ払い下げられた。現在
は、愛知学院大学大学院歯学研究科が、城山八幡宮から貸与をうけて利用している。

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、お問い合わせは総務課（基金推進室）あて（電話
052-789-4993，
2011、E メール kikin@post.jimu.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

