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●年頭あいさつ

平成26年 新年を迎えて

●ニュース

濵口総長と益川本学特別教授がベトナムを訪問

第３回名古屋大学・成均館大学研究交流会を開催

ナイロビ大学と大学間学術交流協定を締結

濵口総長が第２回日本・インドネシア学長会議に出席

駐日カナダ大使による講演会を開催

「UK Day in Nagoya」を開催

永年勤続者表彰式を開催

レクチャーコンサートを開催

ライナー・ホーネック×東海学生オーケストラ　ジョイントコンサートを開催

日本学術会議中部地区会議学術講演会を開催

下駄の鼻緒奨学金授与式を挙行

TEDxNagoyaU を開催

●知の先端

地域経済の再生・振興に金融を活かす

家森　信善（大学院経済学研究科教授）

●知の未来へ

近世名古屋の読書文化―貸本屋大惣とその読者

デイラン・ミギー（大学院国際言語文化研究科特任准教授）

●部局ニュース

第18回名古屋ビジネスセミナーを開催

第12回坂田・早川記念レクチャーを開催

平成25年度鶴舞公開講座を開催

「ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや」の開所式を挙行

東海がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン平成25年度市民公開講座を開催

航空宇宙教育プログラムキックオフ記念講演会等を開催

第17回ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーシンポジウムを開催

第13回次世代自動車公開シンポジウムを開催

「2013年度あいち自然再生カレッジ」を開催

東亜大学生物資源生命科学部と「学術交流に関する協定書」の締結式を挙行

国際人権に関する講演会を開催

日露国際歴史シンポジウムを開催

情報科学研究科創設10周年記念行事を開催

第３回「先進科学塾＠名大」を開催

2013年度第４回、第５回オープンセミナーを開催

「こころの絆創膏セミナー」を開催

国際会議 KMI2013―素粒子と宇宙の起源を求めて―を開催

第95回防災アカデミーを開催

和式馬術供覧を開催

野外観察園秋の見学会を開催

博士課程研究スポット展示「北欧のトナカイ牧畜民サーメ －近代化と教育に

よる変貌－」を開催

●受賞者一覧

●本学関係の新聞記事掲載一覧　平成25年11月16日～12月15日

●イベントカレンダー

●ちょっと名大史

名古屋大学が輩出した文化功労者の歴史
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　謹んで新年のお慶びを申し上げます。名古屋大学全学同
窓会の皆様、教職員の皆様、大学院生・学生の皆様、そし
て名古屋大学をご支援いただいた多くの皆様、日本各地
で、そして世界の各地で、新年をお迎えされたことと、お
慶び申し上げます。皆様にとって、今年も明るく実りの多
い一年となりますよう、心よりお祈り致します。

　今年、私は総長としての最終年度を迎えます。あと1年
3カ月の間に、総長就任時に掲げました「濵口プラン～名
古屋大学から Nagoya University へ」の総仕上げを進め、
名古屋大学の発展を図っていきたいと考えています。昨
今、毎日のように「大学のグローバル化」、「イノベーショ
ン人材の育成」と言う言葉が新聞紙面をにぎわせていま
す。しかし5年前、我々が大学の国際化を掲げた頃は、今
日ほど注目を集める言葉ではありませんでした。では何
故、名古屋大学の国際化が必要であると考えたのか。それ

は、私達の大学の持つ地政学的特徴にあります。総長就任
初年度の入学式に、「今朝、自宅から入学式に出席した人
は？」と問いかけたところ、驚くほど多くの方が手を挙げ
ました。そこで、名古屋大学入学生の出身地を調査したと
ころ、実に70％の方が東海3県出身者でした。更に、卒業
生の就職先を見ると、大半が地元企業でありました。つま
り「大半の学生が、愛知で生まれ、愛知で育ち、名大に入
学し、愛知の企業へ就職する」それが名大なのです。大学
憲章では「勇気ある知識人の育成」を掲げ、そして、愛知
の企業の多くは、積極的に海外展開をしていますが。
　そこで、大海に小さな石を投ずる思いで始めたのが、入
学式でのお願い「名古屋市内に自宅があっても下宿しなさ
い。下宿できないなら海外へ出かけなさい」でした。同
時に、上海での中国語研修、オーストラリアでの英語研
修、フライブルグでのドイツ語研修、更にはグローバル30
（G30）プログラムの導入、博士課程教育リーディングプロ
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グラム（リーディング大学院プログラム）の獲得等を進め
ました。名大版「可愛い子には旅をさせろ」計画です。そ
の結果かどうかはわかりませんが、驚く程に、最近海外に
出かける名大生が増えています。2008年当時、名大の日本
人学生の海外派遣は146名でした。しかし、2012年には605
名、4倍強に増加しています。更に目標として、2020年に
は1,000名の名大生が海外へ研修に出かけられるよう、準
備を進めています。
　昨年3月の事です。カンボディアで獲れたお米の試食会
が生命農学研究科でありました。その場で思いがけずも、
一昨年11月にカンボディアで見かけた修士課程の女子学生
に会いました。彼女は、現地の農村で半年余り、一人で調
査研究をしていました。「もう帰ってきたの？」と聞いた
ところ、「いえ、明日からまた出かけます」と答えが返っ
てきました。
　8月の上海での中国語研修は、厳しい外交問題が続くに
もかかわらず、上海事務所のしっかりした支援もあり、2
年生を中心に参加者が増え続け、毎年50名ほどが参加する
までになりました。帰国報告会で、目を輝かせた彼らの報
告を聞くことは、私の楽しみにもなっています。2年目の
事でした。何気なく彼らに、「後輩のためにマニュアルを
作ったらどうか」と提案した際の事です。女子学生の一人
から「先生それは違う、この研修はいろいろ体験して、問
題を解決していくことに意義があるのだから、マニュアル
を作ってはいけない」との意見をもらいました。長い間、
教員を続けてはいますが、これほど記憶に残る、学生に教
えられた言葉はありません。
　今年はまた、語学研修の報告会で、2年生の女子学生に、
「先生にひと言言っておきたいことがある」と話しかけら

れました。「先生の入学式での言葉のとおり、名古屋市内
だけど下宿を始め、上海にも行きました」と。同じような
言葉は、ドイツ語研修を修了した学生からも聞くことがで
きました。
　11月に、益川先生とベトナムに訪れた時のことです。
ホーチミン市法科大学で、思いもかけず2年生の女子学生に
会いました。彼女は6月から滞在しており、私たちの通訳を
務めてもらいました。現地の教員の話では、ベトナムの方言
も理解できるようになったそうです。彼女にも、「入学式の
時に、先生の祝辞を聞き、名大がこんなにも国際化を計って
いるのかと母と感動して帰った」との言葉をもらいました。
　このベトナム訪問の目的は、国交開始40周年を祝い益川
先生の講演をしていただくことにありました。ハノイ、フ
エでは熱狂的な歓迎を受け、先生は質問攻め、握手攻めに
あっておられました。それはともあれ私には、この訪問に
ついて、もう1つの目的がありました。それは、フエで働
く後輩の姿を見ることでした。今年名大は、消化器内科の
後藤教授の指導の下に、日本初となる内視鏡センターをフ
エ医科薬科大学に開設しました。センターには、指導のた
め、大垣市民病院で数年にわたって研鑽されたＹ先生が、
派遣されています。月給1万5千円で毎日総計70症例をこ
なし、既にラオスからも患者が訪れるそうです。私は、彼
の姿に、医師としての原点を見る思いがこみ上げ、深い感
動を覚え帰国しました。
　昨年は、明快な目標と計画を持って海外体験を重ね、英
語以外の言語も磨く、多くの勇気ある名大生に会うことが
できました。ただ、偶然なのか必然か、目立つ学生の大半
が女子学生でした。考えてみれば、女性のおかれた現状を
認識するが故に、彼女たちには、周到な計画と大胆な判断
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を元にチャレンジする姿勢が生まれているのかもしれませ
ん。そしてそれ故にこそ、「勇気ある知識人を育てる」こ
とを誓った名大は、彼女たちを大切に育てる使命を持って
いると思います。勿論、男子学生の事を決して忘れている
わけではありません。
　そこで、これらの経緯に触発され、今年度のリーディン
グ大学院プログラムで、日本で唯一の構想「ウェルビーイ
ング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラ
ムを開始しました。何故このプログラムを構想したかにつ
いて、話は4年前に遡ります。アジアのある国を訪れ、結
核病センターの所長を務めている YLP（Young Leaders’ 
Program 医療行政学コース）の修了生に会った時の事で
す。彼に、その国の主要な死因を聞いたところ、多剤耐性
結核とエイズの重感染と交通事故であるとの答えが返って
きました。そしてまた、小学校に入学した少女の多くが、
卒業することができないとも。結核病棟とはいえ粗末な家
屋で、じっと病気に耐えている多くの痩せた女性の姿が私
の目に焼き付いています。近年、アジアでは、経済の発展
は目を見張るものがありますが、貧困や食料不足、乳児死
亡、感染症など多くの問題が未解決であり、エイズのよう
な新たな課題も起きています。そしてこれらの多くが、そ
の背景にジェンダー問題を抱えていると言っても過言では
ないと思います。そしてそれ故に、アジア展開を図る名大
として、いまアジアの女性リーダーを養成する意義は大き
いと考えています。このプログラムでは、国連機関や、ア
ジア開発銀行などの国際機関でのインターンシップも実現
する予定です。
　リーディング大学院プログラムは、今年度が申請の最終
年度となりましたが、名大は、東大に次いで多い6プログ

ラムを獲得でき、予算も年間30億近いものとなりました。
この中で看板ともいえるものが、昨年獲得のオール・ラウ
ンド型の「PhDプロフェッショナル登龍門」です。学部・
研究科を横断する形で学生を集め、アジア諸国での体験
や、産業界で活躍する方々との討論で、学生を鍛えていま
す。10月にモンゴルで入校式を行いました。その際、日本
IBM の橋本会長に講演を頂きましたが、1時間の講演に
対し、2時間余りの英語での討論が続き、国際企業のトッ
プと渡り合える名大生の姿を見ることができました。橋本
会長からは、「かつて本山原人と呼ばれた名大生も、大き
く変わったね」とお褒めの言葉をいただきました。
　昨年は、このリーディング大学院プログラムを始め、大
型予算の研究・教育プロジェクトを多数獲得できた年であ
りました。夏に許可いただいた研究大学強化促進事業は、
4大学のみが承認されるＡランク入りとなりました。この
事業は、積極的に若手研究者の育成を図り、正に「若者が
輝く Nagoya University」を実現する計画です。秋の、大
学改革促進経費も東大に次ぐ予算をいただけました。創薬
科学研究科の博士課程後期課程も無事承認をいただき、医
学系研究科の統合医薬学コースもスタートしました。ま
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た、若手精鋭教授を集めた化学と生物学の融合型研究所で
あるトランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）も
本格稼働をし始めました。更に、大学発のイノベーション
を生み出す構想COI（Center of Inovation）も承認をいた
だき、建物と設備に60億余り、年間予算9億で9年間（141
億）の支援をいただくことになりました。この研究では、
トヨタ自動車等とバックキャスト的手法を用いて共同研究
を展開し、次世代のモビリティーの開発を目指します。同
時に、東京芸術大学とも連携を図り、デザイン的なアイデ
アを研究に導入することを目指しています。このデザイ
ン・アートは、現代において、スティーブ・ジョブズの言
葉を待つまでもなく、革新的な価値を創造するに必須な要
素となってきました。しかしまた、基幹総合大学たる名大
にとっては最も弱い分野でもあります。一方、多くのアジ
アの基幹大学はすでに芸術学部等を持っています。
　一昨年初夏の全学同窓会遠州会での事でした。ヤマハの
関係者の方々に、「国の有形文化財となった豊田講堂にふ
さわしいピアノがほしいなあ」と呟いたのが、事の始まり
でした。宴会での呟きを忘れかけた夏の終わりに、思いも
かけずヤマハ掛川工場長の伊藤さんから電話がありまし
た。最高級のピアノの出物があると。「スゴイ」とつぶや
きながらも問題は、どうやって購入するかでありました。
その後9月になって、ある教授の退職記念パーティーに出
席したときのことです。久しぶりに教え子の U 先生に会
い、思わず「ピアノを購入したいのだけどなあ」とまた、
呟いてしまいました。この呟きの連続は、とうとう豊田講
堂にヤマハの最高級グランドピアノを導入できる結果とな
り、昨年4月に開鍵式を行いました。式では、伊藤工場長
にピアノの科学と歴史の講演をいただき、その音色の素晴

らしさを確かめることができました。11月には、愛知県立芸
術大学のご支援をいただき、ケルン音楽大学ティッチマン教
授の素晴らしい演奏と北住先生の解説を教職員・学生に楽
しんでいただきました。また、12月には、ウイーンフィル・
コンサートマスターのライナー・ホーネック氏と東京芸術
大学の村田教授を迎え、愛知学生選抜オーケストラの公開
リハーサルと演奏会を行いました。この演奏会でも1,000
名を超える方々にピアノとオーケストラを堪能していただ
き、私も指揮もどきを体験させていただきました。この演
奏会は、私にとって忘れがたいものとなりました。それは、
ホーネック氏の指導を拝見し、教育とはどれほど大きな影
響を与えるものかを深く考えさせられる機会となった事で
す。大学の教育の場合、講義が学生に与える影響は、なか
なかはっきりした形では見えません。それ故に、教える側
も聞く側も惰性に流れやすい傾向があります。それに対し
て、公開リハでは、超一流の指導者ホーネック氏によって、
時々刻々、音が変化し豊かな表現となり、たった3時間で
全く違うオーケストラになっていました。改めて、学生の
情熱を引き出すことの大切さ、そして彼らの成長を信頼す
る指導の重要性を深く認識させられる機会でありました。

　さて今年は、「名古屋大学から Nagoya University へ」
の完成を目指す構想として、Super Global University 構想
に挑戦いたします。この構想は、3つの大きな目的があり
ます。まず第1は、G30プログラムの秋入学・英語による
講義を完成させることです。第2は、新たな発展形として
日本初のアジア・キャンパスを実現し、博士課程「国家中
枢人材育成コース」を開始します。過去20年余にわたり、
名古屋大学はアジアの優秀な人材の育成を図ってきまし
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た。その結果、アジア各国には、名古屋大学で教育を受け
た各省の副大臣、次官、局長クラスの人材が活躍していま
す。しかし、彼らの多くは JICA の支援で来日したため、
2年以内の修士課程を修了したのち帰国しており、また優
秀な人材ほど、国で登用され、博士課程に入学できずに居
ます。そこで、アジア各国の基幹大学と連携しつつ、国際
社会人の入学を認め、日本でのスクーリングと現地での指
導、ICT を活用した個人指導を行い、国際英文誌に論文
を発表させることで、博士号を授与しようとしています。
10年も経てば、アジア各国に名大の博士号を持った大臣が
並ぶ時代が来ると確信しています。第3の目的は、アジア
のハブ・名古屋大学を作ることです。アジア・キャンパス
の大きな目的は、アジア各国の基幹大学との連携を深め、
名大生を鍛えるための派遣拠点として、また来るべき18歳
人口減少期にアジアの優秀な人材を名大に集める窓口とし
て機能させることにあります。
　さて昨年は、アジア・キャンパスの準備のため、アジア
各国を訪れる機会を多くいただきました。この体験の中
で、とりわけ印象深かったのが、インドネシアです。イン
ドネシアは150以上の言語を持ち、1万を超える島々から
なり、「多様性の中の統一」を国是としています。この多
様性こそ、高度安全安心（無菌）社会となった日本が、失
いかけている価値であると思います。もし我々が、本気で
イノベーションを望み、革新的な価値を創造したいとする
なら、戦後間もなく益川先生や本田宗一郎さん、盛田昭夫
さんが活躍された頃のように、多様性を許容する社会が必
要だと思います。それには、若者の中に眠る可能性を信頼
し、彼らをアジアの多様な価値の中へ送ることから一歩が
始まると考えます。

　今年も引き続き、名古屋大学の活動にご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げます。
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ライナー・ホーネック氏×東海学生オーケストラジョイントコンサート ハビビ元インドネシア大統領との懇談



　第3回名古屋大学・成均館大学研究交流会が、11月28日
（木）、29日（金）の2日間、ES 総合館1階会議室において
開催されました。
　本学と成均館大学は、2009年に大学間学術交流協定を締
結し、大学院工学研究科のプラズマ分野や大学院法学研究
科のキャンパスアジア構想などにおいて、活発な交流を

行っています。2010年には、成均館大学から8名が本学を
来訪し、両大学の大学紹介を目的とした第1回交流会を開
催、昨年には成均館大学において、さらなる交流発展の
基盤を築くため、両大学の研究活動の紹介を目的とした第
2回研究交流会を開催しました。今回は、カーボンナノ
チューブとグラフェンにテーマを絞り、より専門的な研究
交流を目的としています。
　はじめに、濵口総長の歓迎のあいさつがあり、鈴置副総
長の進行のもと、篠原理学研究科長、阿波賀物質科学国
際研究センター長、楠美智子エコトピア科学研究所教授、
大野雄高工学研究科准教授が各専門分野の研究内容を発表
し、成均館大学からは、劉　址範工学部長、韓　銓建先端
プラズマ表面技術センター長をはじめ、李　孝永理学部教
授など6名が出席し、発表を行いました。引き続き、超高
圧電子顕微鏡施設等を見学しました。
　意見交換会には、松下工学研究科長及び堀　勝工学研究
科教授も出席し、今回のようなテーマを絞った研究紹介は
非常に有意義であり、来年度も専門分野を絞った形での実
質的な討論や情報交換を行うことを確認しました。

　濵口総長は、益川敏英本学特別教授とともに、11月12日
（火）から16日（土）までの5日間、ベトナムを訪問しました。
　今年は、日本ベトナム外交樹立40周年に当たり、その記
念事業の一環として、特別講演及び協定校等において学生
との交流を行いました。
　13日（水）、益川特別教授は、ベトナム国家大学ハノイ校

から名誉博士号を授与された後、「現代社会と科学」と題
した講演を行い、引き続き総長との対談形式により、学生
時代、素粒子分野へ興味を持ったきっかけ、ノーベル賞受
賞となった研究が生まれたひらめきなど、生い立ちや研究
エピソードについて話しました。講演後、参加者との活発
な質疑応答において、「研究上で困った時は、どうやって
乗り越えてきましたか？」という質問に、「失敗を失敗と
は思っていない。結果が予想と異なっていてもそれは別の
意味で成功であり、他のやり方で再度やってみる良い機会
と捉えている。何故、異なった結果となったかということ
を徹底的に考察することが大切である」と答えるなどし、
参加者は熱心に耳を傾けていました。
　この講演会に先立ち、12日（火）は、深田博史在ベトナム
日本国大使を表敬訪問し、13日（水）の講演後は、ハノイ法
科大学及び同大学内に設置している日本法教育研究セン
ターを視察、14日（木）以降は、フエ医科薬科大学での講演
及び同大学内のアジア内視鏡トレーニングセンター、ホー
チミン市法科大学及び同大学内の日本法教育研究センター
を視察しました。また、滞在期間中、多数の取材を受け、
現地の新聞やテレビ等でも報道されました。
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研究交流会の様子

益川特別教授（中央）への名誉博士授与式
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第３回名古屋大学・成均館大学研究交流会を開催

濵口総長と益川本学特別教授がベトナムを訪問



　濵口総長は、12月13日（金）、インドネシア ジョグジャ
カルタ市のガジャ・マダ大学において開催された第2回日
本・インドネシア学長会議に出席しました。本学からは、
島田　弦国際開発研究科准教授らも出席し、全体会議のほ
か、「研究／産学連携」と「学生交流」のテーマ別分科会
に分かれて今後の交流について議論しました。

　冒頭のあいさつにおいて総長は、「イノベーションは多
様性によって生み出される。現在の日本は同質性が高くイ
ノベーションが生まれにくい状況であり、この点で『多様
性の中の統一』を国是とするインドネシアから学ぶことが
多く、それ故、両国のパートナーシップは極めて重要で
ある」旨を強調しました。その後、テーマ別分科会に分か
れ、さらに議論を深めました。島田准教授は、学生交流の
分科会で発表し、本学における主な学生交流のプロジェク
トを紹介しました。午後には、各テーマ別分科会の議長よ
り、それぞれの分科会のポイントが紹介された後、事務局
により、この日の議論をまとめたステートメント案が提案
され、全体会議の出席者に共有されました。ステートメン
ト案を踏まえて更に議論が重ねられ、会議の成果として日
本とインドネシアの大学との連携を強化し、革新的な解決
策を議論・発見するための会議の継続が採択され、次回会
合へと引き継がれることになりました。
　次回は、来年もしくは再来年、日本で開催される予定で
すが、開催までの間も、国立大学協会とインドネシア国立
大学長委員会等でも交流促進に関する意見交換を続けるこ
とが提案されました。

　ナイロビ大学との大学間学術交流協定調印式が、12月11
日（水）、ケニアのナイロビ大学にて挙行され、濵口総長と
ジョージ・マゴハ ナイロビ大学学長により協定が締結さ
れました。
　本学からは、総長のほか、浅沼修一農学国際教育協力研
究センター教授、レレイト・エマニュエル工学研究科講師

らが出席しました。
　総長は、40年前に始まった、本学とナイロビ大学との
交流の歴史に触れ、これまで築いてきた両大学の交流を
踏まえ、日本政府による新たな取り組みである African 
Business Education（ABE）イニシアティブ等、多様なプ
ログラムにより、更に多くのケニアの若者に、本学で学ん
で欲しいと述べました。
　ケニアは、12月12日（木）に、独立から50年の節目を迎え
ました。キャンパス内では多様な民族衣装をまとった学生
らが、記念式典のリハーサルをする様子も垣間見え、翌日
に控えた独立記念日を前に、国を挙げてのお祝いムードが
高まっていました。この記念すべき協定の調印を契機とし
て、両大学間の交流も、新たな時代に入ることが期待され
ます。
　また、総長は調印式の後、6月に日本で行われた第5
回アフリカ開発会議（TUCADV）の際に、交流のあった
モハメド・アダン産業振興担当大臣を訪問し、ケニアの持
続的発展への本学の貢献について、意見交換しました。
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開会式であいさつする総長（右）

調印式の様子
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濵口総長が第２回日本・インドネシア学長会議に出席

ナイロビ大学と大学間学術交流協定を締結



　「UK Day in Nagoya」が、11月20日（水）、ES総合館 ES
ホールにおいて開催されました。これは、博士課程教育
リーディングプログラム「PhD プロフェッショナル登龍
門」が、英国の公的な国際文化交流機関であるブリティッ
シュ・カウンシルと「英語教育を中心とした国際教育推進
の為のパートナーシップ」に関する覚書を今年7月に調印

し、その覚書に基づく活動の一環として開催したものです。
　同企画では、長尾伸一経済学研究科教授による「『プリ
ンキア』が拓いた精神に満たされた宇宙：啓蒙時代の地球
外知的生命存在説」、篠原理学研究科長による「アイザッ
ク・ニュートンからフラーレンまで」、そしてティモシー・
ヒッチンズ駐日英国大使による「望遠鏡と鎧：再発見され
る日英関係」と題した3つの講演を行いました。
　ヒッチンズ駐日英国大使は、400年前にイングランド国
王ジェームズ1世が徳川家康に贈った望遠鏡から始まる日
英交流の歴史、急速に発展するアジア地域の中で日本が果
たすべき役割、アジア太平洋地域の興隆という世界史的な
転換期において日本と英国が協力すべき課題などについ
て、ユーモアを交えながら分かりやすく話しました。さら
に質疑応答では、学生や一般の方からの様々な質問に対し
て一つずつ丁寧に、時には機知に富んだ回答で参加者を魅
了しました。
　また、同企画は日英交流400周年の一環としても開催さ
れ、中部経済連合会、名古屋商工会議所、愛知日英協会の
会員企業、個人会員、学生、一般の方が多数参加し、参加
者と企業と英国の関係を深める機会になりました。

　マッケンジー・クラグストン駐日カナダ大使の特別講演
会が、12月12日（木）、野依記念物質科学研究館において開
催されました。
　講演会に先立ち、クラグストン大使は、山本理事と懇談
し、本学とカナダの大学との学術交流や学生交換につい
て、意見交換を行いました。

　講演会は、「Canada and Japan － Partners Across the 
Pacific」と題して英語により行われ、経済連携協定（EPA）
をはじめとする「二国間関係」、カナダにとって日本は、
アジア最大の双方向直接投資の相手国であり、商業貿易で
も重要なパートナーであるなどの「貿易と投資」、日加学
術コンソーシアムやワーキングホリディプログラムによる
「学術交流と青少年交流」、日加科学技術協力協定等による
「研究開発協力」、東日本大震災後、被災地への復興支援な
ど「人と人とのつながり」、“マンガ”や“芸術”など双方
の「文化交流」など、幅広い話題について話されました。
　質疑応答では、学生から、海外で勤務する上で留意する
ことについて質問があり、大使は「何より英語力が必要。
また、海外で多文化を経験することを通して、自ら“海外
を知ること”が大切である」とアドバイスをしました。
　講演会は、100名を超える学生・教職員が参加し、約1
時間にわたる興味深い講演内容について、熱心に耳を傾け
ました。
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講演するヒッチンズ大使
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「UK Day in Nagoya」を開催

駐日カナダ大使による講演会を開催



　レクチャーコンサートが、11月25日（月）、豊田講堂にお
いて愛知県立芸術大学との連携事業として開催されました。
　本学では学生が幅広い教養を身につけられるよう、今年
4月から愛知県立芸術大学の音楽家を講師に迎え、教養課
程での音楽の授業を開講しています。このことがきっかけ
となり、今回のコンサートを開催することとなりました。

　まず、濵口総長、松村公嗣愛知県立芸術大学長から
開催のあいさつの後、コンサートのプレトークとして、
北住　淳愛知県立芸術大学教授が当日演奏予定の曲目につ
いて、音楽の歴史なども交えながら解説しました。その後、
ピアニストのニーナ・ティッチマン ケルン音楽大学教授
によって、モーツァルト「組曲（断章）KV399」やシュー
ベルト「ソナタ　イ長調　D.959」などの演奏が行われま
した。ティッチマン教授はコンクールでも数々の賞を受賞
し、「第一線で最も活躍する同世代ピアニストの一人」と
も称されるピアニストです。会場には約400名の本学関係
者及び愛知県立芸術大学関係者が来場し、ティッチマン教
授の素晴らしい演奏に耳を傾けました。
　演奏後のアンケートでも「音楽に詳しくなくても楽しめ
た」、「なぜ芸術が大切なのか、学問や教育との関わりが興
味深かった」など、コンサートを楽しんだ様子の意見が多
数寄せられ、盛況のうちに幕を閉じました。

　平成25年度名古屋大学永年勤続者表彰式が、11月22日
（金）、本部1号館第2会議室において挙行されました。
　受彰者29名のうち24名が出席した表彰式では、濵口総長
が一人ひとりに表彰状を手渡した後、「この20年間の日本
を見ていると、なかなか出口の見えないトンネルのような
状態がずっと続いてきています。ただ、こういうときこそ、

人材を育成して、社会へ送り出していくという大学の機能
において、これほど大事な時期はないと、今、深く実感し
ている次第です」と祝辞を述べました。
　続いて、熊谷守一画伯の「三風五雨」という言葉を引き
合いに出され、「人生を十日にたとえると、三日は風が吹
き、五日は雨が降る。晴れは二日しかなく、風が吹いたり
雨が降る日のほうがほとんどだから「覚悟」せよ。そして、
晴れた日に「感謝」せよ」との意味の紹介があり、更に、
この言葉には、「『風や雨の日があるからこそ晴れの日の喜
びがある』との意味もあるのだと思う」と、今日までの受
彰者の方々の苦労をねぎらいました。
　その後、受彰者を代表して二村直樹工学部・工学研究科
総務課総務掛長が、「この日をまた、新たな契機とし、私
たちひとりひとりは微力非才ではございますが、皆で力を
合わせ、名古屋大学の更なる発展に少しでも寄与できるよ
う精励いたす所存でございます」と決意のこもった謝辞を
述べました。
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演奏するティッチマン教授
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レクチャーコンサートを開催

永年勤続者表彰式を開催



　日本学術会議中部地区会議学術講演会が、11月20日
（水）、野依記念物質科学研究館講演室において開催されま
した。
　本講演会は、日本学術会議中部地区会議運営協議会を本
学で開催することに伴い、一般市民を対象として企画した
もので、約80名の参加がありました。

　まず、日本学術会議副会長である家　泰弘東京大学物性
研究所教授による「磁石、磁力、磁場－魔術から現代科学
への道程」と題した講演が行われ、ヨーロッパの歴史を背
景にした磁石の発見、日本の伝統芸能の中に磁力を風刺し
た演目の紹介など、身近な例を挙げて説明がありました。
　続いて、安藤隆穂高等研究院長による「フランスにおけ
る自由主義の系譜」、藤吉好則創薬科学研究科特任教授に
よる「創薬と『ヒトの分子レベルからの理解』を目指して」
及び町田　健国際教育交流センター長による「言語の意味
と構造」と題した講演が行われました。
　講演は、どの講師からも、専門的な研究内容を一般向け
に分かりやすく紹介され、参加者は研究の第一線で活躍し
ている科学者の講演に熱心に耳を傾けていました。
　また、講演内容に関する質問もあり、盛会のうちに終了
しました。

　ライナー・ホーネック氏と東海地方の学生オーケストラ
によるジョイントコンサートが、12月１日（日）、豊田講堂
において、名古屋大学交響楽団の共催、本学及び中日新聞
社等の後援により、開催されました。
　今回のコンサートは、名古屋ウィーン・クラブ代表幹事
の服部吉男氏の仲介により、学生が自ら企画し実現しまし

た。ホーネック氏は、オーストリアのウィーン・フィルハー
モニー管弦楽団のバイオリン奏者で、世界最高峰のバイオ
リニストである同氏との共演に至るまでには、大学間の壁
を越えて協力し、未だかつてない大きな試みに挑戦した学
生達の努力と研鑽がありました。
　学生オーケストラは、愛知、岐阜、三重の15の大学が加
盟する「東海学生オーケストラ連盟」を中心に53名で編成
され、当日は、ホーネック氏と学生が初めて音合わせをす
るリハーサルから公開され、超一流の芸術家による若者へ
の熱意ある指導の様子を参加した聴衆が見入っていました。
　その後、ホーネック氏によるプレ・トークに続き、ジョ
イントコンサートが開催され、濵口総長も指揮台に立つな
ど、コンサートは盛会のうちに終了し、音楽文化を根付か
せるとともに若者育成を支援する良い機会となりました。
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講演する藤吉特任教授

指揮をする総長

ライナー・ホーネック×東海学生オーケストラ ジョイントコンサートを開催

日本学術会議中部地区会議学術講演会を開催



　TEDxNagoyaU が、11月24日（日）、ES 総合館において
開催されました。TED とは、アメリカ発のプレゼンテー
ションカンファレンスの事であり、講演者は18分以内とい
う短い時間の中で自身のアイディアを伝えることが求めら
れます。その影響力の高さから、現在世界で10億の人が注
目するイベントだといわれています。TEDx とは、「ideas 

worth spreading（広める価値のあるアイディアを広める）」
という TED の精神のもとに世界各地で発足し、独自に運
営されているイベントです。アメリカの本部にライセンス
を申請し、認可された上で運営を行い、TEDx 地名として
開催されています。今回、本学の学生を中心とした実行委
員によって主催され、本学の後援や、名古屋大学全学同窓
会の支援のもと、本学で開催となりました。
　開催にあたって、テーマを「Bridge the Gap」と定め、
「様々な分野の最先端と無限の可能性を秘めた学生が集
まる大学という場で、学生と社会人の間にある縦の Gap
（ギャップ）を埋める」、「普段触れることのない分野に接
することで、そこから新たなアイディアを生み出す疑似体
験を通じ、各々の専門分野間に存在する横の Gap を埋め
る」といった2つの観点から、研究機関であり教育機関で
もある大学のあるべき姿を提案していくことを目指しまし
た。
　開催当日は、9名の社会人、2名の学生、1組のパフォー
マーが登壇し、選考された100名の観客と魅力的な時間を
共有しました。

　下駄の鼻緒奨学金授与式が、12月5日（木）、豊田講堂第
5会議室において挙行されました。
　下駄の鼻緒奨学金は、学術憲章の基本理念及び寄附者の
意向に基づき、本学の学部又は大学院に在学する人物で、
成績が優秀でありながら経済的な理由により修学が困難な
学生に対して、その学修・研究等の活動を奨励するために

平成22年度に設立されたものです。
　受賞者は、日本人学生3名、外国人留学生1名で、奨学
生採用通知書及び奨学金目録が授与されました。
　授与式では、学生支援を担当する國枝理事から「学生時
代に下駄の鼻緒を切らし困っていた本奨学金の寄附者に、
下駄の鼻緒を譲り渡した通りがかりの女性がかけた、『お
礼は自分ではなく次に困っている人に返してください』と
の言葉の通り、社会還元の精神を持ち、奉仕の精神、互い
に助け合う精神を受け継いで、さらに学業や研究に励んで
いただきたい」と祝辞がありました。
　授与式終了後に行われた國枝理事及び奨学金選考委員会
委員と受賞者との懇談会においては、終始なごやかな雰囲
気の中で、勉学内容や研究内容、進路等について活発な意
見交換が行われました。
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TEDxNagoyaUを開催

下駄の鼻緒奨学金授与式を挙行



　私の専門分野は金融システム論です。現在、私
は、地域金融機関（地方銀行や信用金庫、信用組
合）が中小企業の競争力を向上させるために何が
できるのか、あるいは、そのために金融当局はどの
ようなことをすべきかを研究しています。金融論
研究者にとって、金融機関の経営の健全性を高め
ることはもちろん重要ですが、そこから一歩踏み
出して、地域経済の再生・振興につながるような
金融研究を行っていきたいと常に考えています。
　近年、中小企業の経営状態は極めて厳しい状
態が続いており、7割以上の企業が「赤字」で
す。雇用者の3人に2人が中小企業で働いている
ので、これでは勤労者の賃金の上昇は期待できま
せん。中小企業が直面している経営困難の原因
は、リーマンショックや東日本大震災による一時
的なショックのためだけではありません。経済の
グローバル化や IT 化、少子高齢化などの構造的

な変化が、中小企業の経営を困難にしているので
す。そして、中小企業が多くの困難な課題に直面
していることは広く認識されているのですが、大
企業と違って、中小企業の情報は少なく、経営実
態を把握するのは困難なままです。それでは、実
効性のある政策対応はできません。そこで、多く
の研究仲間や産業界の協力を得て、私は実態調査
を繰り返してきました。
　その成果の一部として、多和田眞・家森信善編
『東海地域の産業クラスターと金融構造』（中央経
済社　2005年）では、野村證券の協力を得て、東
海地域の企業を対象にして、銀行との取引関係、
直接金融への取り組み姿勢、コーポレートガバナ
ンスの意識などについて分析しました。家森信善
編『地域の中小企業と信用保証制度』（中央経済
社　2010年）では、愛知県信用保証協会の協力を
得て、金融危機後に愛知県信用保証協会の信用保
証を利用して借入を行った全企業を対象に、銀行
との取引関係と信用保証制度の利用実態などにつ
いて分析しました。
　最も新しいところでは、2012年に科学研究費・
基盤研究（A）のプロジェクトとして愛知県の中
小企業向けに調査を実施しました。その結果をい
くつか紹介します。
　
① 黒字企業でも3割の企業は雇用を減らしてお
り、リストラをしながら収益を確保している企
業が多く、今、何らかの手を打たなければ地域
の雇用が失われる心配が強い。特許申請、新規
事業、海外展開に積極的に取り組んでいる企業
では、雇用を増やしている企業が多い。した
がって、こうした前向きの取り組みをする企業
への支援が重要である。
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本文中で触れた書籍
「地域の中小企業と信用保証制度」
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地域経済の再生・振興に金融を活かす

家森　信善　大学院経済学研究科教授



② 新規事業や海外展開を実現する上での最大の障
害は、「資金」ではなく「人材」である。

③ 支援の必要な経営状態の悪い企業や規模の小さ
な企業を民間金融機関は訪問しなくなってお
り、またそうした企業に対する助言を十分に行
わっておらず、民間金融機関の支援機能が低下
している。

④ 地域レベルの有望産業としては、「次世代自動
車」を考える企業が圧倒的に多く、次いで「航
空宇宙」となっている。しかし、個別企業レベ
ルでは、「航空宇宙」産業は敷居が高く、地域
企業の参入を促す強力な施策が必要である。

⑤ 産学連携への態度を尋ねたところ、約30％の企
業は無料でも必要ないと回答している。産学連
携が「具体的な製品・サービスの開発などにつ

ながった」という企業はわずかであった。産学
連携の活発化には、多くの課題が残されている。

　なお、こうした調査結果の詳細は、現在私がセ
ンター長を務めている経済学研究科附属国際経済
政策研究センターの叢書として刊行する予定で
す。同書には、愛知県庁、愛知県信用保証協会、
地元金融機関などの関係者にも執筆に加わっても
らい、産官学の協力により、愛知県の経済につい
て深く掘り下げた分析を行っています。
　地域経済にとって必要とされる金融のあり方
を、これからも研究していきたいと思っています。
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まつおか　まこと

ベトナム・ハノイ貿易大学での研究報告中の著者

1995年より名古屋大学勤務。2003－2005年に名古屋大学高等研究
院に所属。これまでに、金融ジャーナル賞優秀賞（2001年）、中小
企業研究奨励賞・本賞 (2005年 ) など受賞。現在、金融庁・金融審
議会委員、金融機能強化審査会委員、日本学術会議連携会員などを
務める。主な近著に『はじめて学ぶ金融のしくみ（第4版）』（中央
経済社　2013年）がある。

「難しいことを易しく、易しいことを深く、深いことを面白く」（作
家の井上ひさし氏）に近づきたいものです。

やもり　のぶよし



　日本近世期間を通じて、一般に識字率が向上す
るとともに老若男女及び士農工商の社会的階級を
巡って読者共同体が顕著な拡大を遂げました。し
かし、和本は比較的高価だったため、貸し出す
生業が生まれ、18世紀後期に至っては、江戸、大
坂、京都の三都のみならず、名古屋などの城下町
を中心にして、数百軒の商業貸本屋が開業されま
した。中でも最大規模を誇った貸本屋は江戸では
なく、名古屋の中心市街地にある大野屋惣八（通
称「大惣」）でした。元々享保（1716年～1736年）
初期に酒屋として開業したこの老舗は、延享時期
（1744年～1747年）に入ってから薬、化粧品、小
間物などの商売に手を染めて、それらの商いで上
がった利潤を書物購入の資金として、名古屋を中
心に個人及び他の貸本屋から多数の書物を購入し
ました。そして、長年「家の掟として買ふことあ
るも決して売らぬ」という、慣習にとらわれない
商売規則を守っていた大惣は、明治32年（1899年）
の廃業時には、2万冊を超えるほど厖大な蔵書を
所持していましたが、その内訳は、大衆文学のみ

ならず、儒教と仏教の古典籍、史書、科学書、絵
本図解、評判記、献立書まで多岐にわたり、近世
学問と諸般の知識を広く包括するものでした。
　自蔵本と比して大惣貸本は多数の読者の間で流
布しているので、汚れや読者による書き入れ、落
書などがたくさん残ります。研究者である私とし
ては、それらの資料に着目し、大惣本の享受状況
について可能な限り復元的研究を試みます。ここ
3年間、全国各地の所蔵機関において旧大惣本の
網羅的な調査を行い、書籍の保存状態、落書の
箇所などの情報を含むデータベースを作成しまし
た。調査の過程で、近世名古屋の読者の嗜好や読
書慣行について理解を深めました。それから、数
多くの大惣本に貼った通知書と広告により、大惣
の商売戦略が明らかになりました（図1参照）。
今後は研究成果を単著として刊行し、世界的にま
だ無名な歴史的価値の高い大惣本を海外に紹介す
ることを目的として、微力ながら近世日本、とり
わけ近世名古屋の読書文化の研究に貢献したいと
思います。
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図１　 京都大学附属図書館所蔵の曲亭馬琴作の浄瑠璃本『化競丑漫鐘』（寛政12刊）の見返し
に貼った薬の広告
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　大学院理学研究科は、12月15日（日）、名古屋市科学館に
おいて、第12回坂田・早川記念レクチャーを開催しました。
　このレクチャーは、故坂田昌一、早川幸男両教授の業績
を称えつつ、21世紀を担う研究者の発掘及び育成を目的と
して開催しています。第12回となる今回は、日本を代表す
る宇宙物理学者であり、従来の物理学の範疇を超えた幅

広い分野の著作でも知られる京都大学名誉教授でもある
佐藤文隆甲南大学特別客員教授を記念講師に招いて講演会
を行いました。当日は高校生からシニア層まで216名の一
般の方及び30名ほどの物理学教室のメンバーが参加しまし
た。
　まず、はじめに、篠原理学研究科長から記念メダルの授
与の後、「アインシュタインに見る20世紀の物理学」と題
した話がありました。
　佐藤特別客員教授は、二十世紀の科学の流れを、「科学
革命」「力強い科学」「宇宙ロマン」「ハイテクの父」とい
うアインシュタインの4つの顔と、後半生で貫いた「量子
力学への反対」という態度を軸にしながら解説され、早川
教授との思い出を紹介しました。講演会後には、参加者か
らの質問に答える「質問コーナー」もあり、高度な質問に
ユーモアを交えつつ回答しました。
　物理学教室の研究室紹介ブースも設置され、一般の参加
者と物理教室のメンバーが活発に議論する場面が所々で見
られました。

　大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センターは、
11月29日（金）、日本経済新聞社名古屋支社会議室におい
て、経済学部同窓会である社団法人キタン会と共催で第18
回名古屋ビジネスセミナーを開催しました。
　同センターは、大学院経済学研究科と緊密に協力しつ
つ、領域横断型の研究を開拓し、その成果を内外の大学、

研究機関をはじめ広く社会に還元することを任務としてお
り、同セミナーは、その一環で、地域に開かれた研究活動
を推進することを目的として開催しています。
　まず、佐藤宣之同センター教授の司会のもと、木村彰吾
同研究科長による開会あいさつに続いて、政治ジャーナリ
ストの泉　宏氏より「『アベノミクス政権』の光と影」と
題した講演が行われました。泉氏は、田中角栄首相のいわ
ゆる番記者として政治記者としてのキャリアをスタート
し、以来永田町、霞が関の定点観測は41年余に及んでいま
す。講演では、安倍政権及びそれを取り巻く与野党の状況
を踏まえた上で、今秋の臨時国会、年明けの通常国会のス
ケジュール、今後の内閣改造人事といった「政局」問題と、
TPP、消費増税、補正予算編成といった「政策」問題とが
相互に影響を与えつつ進行する様子について、2020年開催
予定の東京オリンピックまでも視野に入れて分かり易く説
明がありました。参加者は終始熱心に聞き入り、アンケー
トにおいても「政治の裏側が良く判り、今後の見通しを理
解することができた」「経済政策をも動かしかねない政治
日程を頭に置くことの大切さを理解できた」等、極めて反
響の高い講演となりました。
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講演する佐藤氏

講演する泉氏（右）
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第12回坂田・早川記念レクチャーを開催
●大学院理学研究科

第18回名古屋ビジネスセミナーを開催
●大学院経済学研究科



　医学部附属病院は、11月27日（水）、鶴舞キャンパス北西
に建設された「ドナルド ･ マクドナルド ･ ハウス なごや」
において、開所式を挙行しました。これは、公益財団法人
ドナルド ･マクドナルド ･ハウス ･チャリティーズ ･ジャ
パン（DMHC）と共同で挙行し、学内外から57名が出席
しました。

　まず、DMHC の柳澤理事長の開会あいさつの後、濵口
総長、石黒病院長、原田日本マクドナルド株式会社代表取
締役会長から祝辞がありました。続いて、松尾副総長から
柳澤理事長に、ハウスの建設費用として同院が募金活動で
集めた金額の贈呈が行われ、アーティストの石井竜也氏か
ら自作のオブジェがハウスに寄贈されました。その後、代
表者らによるテープカットが行われ、ハウスの開所を祝福
しました。
　式典後、祝賀会を同院中央診療棟3階講堂において催し、
募金への協力者約250名が参加しました。祝賀会では、大村
愛知県知事、戸刈名古屋市立大学理事長らから祝辞があり、
柳澤理事長から募金代表者へ感謝状が贈呈されました。
　DMHC が事業として進めている「ドナルド ･ マクドナ
ルド ･ハウス」は、遠方から入院する子どもに付き添う家
族の為の滞在施設として設置されるものであり、なごやハ
ウスは、本学の全面支援で国内9番目のハウスとして建設
されました。敷地面積は1,009m2、延床面積は1,192m2の3
階建てであり、ベッドルームは12室あります。同院を始め、
他の病院に入院している小児患者の家族が、1泊1,000円
でこの施設を利用する事ができます。

　医学部は、11月23日（土）、中央診療棟3階講堂において、
平成25年度鶴舞公開講座を開催しました。同講座は、市民
向け公開講座として、社会的に関心が高く、日常で役立つ
話題をテーマに、平成17年度から年1回開催しているもの
です。
　今回は、「いつまでも健康で快適な生活を送る秘訣」を

テーマに開催し、山田純生医学系研究科リハビリテーショ
ン療法学教授による「高齢者の体力を維持するにはコツが
ある」、村本明生医学部附属病院整形外科医師による「ロ
コモティブシンドローム（ロコモ）って何？～永く元気
に生きるための知識と心がけ～」、葛谷雅文同院地域在宅
医療学・老年科学教授による「その食べ方、間違っていま
す。健康長寿に向けた栄養の考え方」と題した3つの演題
を行いました。日本では、高齢社会を迎え核家族化が進行
しており、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」という
新たな社会的問題も発生している中で、健康に長生きで幸
せな生活を送るための秘訣について、それぞれ講演されま
した。
　当日は、晴天にも恵まれ、リピーターを数多く含む20代
から80代の幅広い年齢層約260名が受講し、講演を熱心に
聞くだけでなく活発な質疑応答が行われました。受講者か
らは、「大変参考になった」、「来年度以降もぜひ参加した
い」という声が多数聞かれました。
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開所式でのテープカットの様子

講演する山田教授

部
局
ニ
ュ
ー
ス

「ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや」の開所式を挙行
●医学部附属病院

平成25年度鶴舞公開講座を開催
●医学部



　大学院医学系研究科は、12月7日（土）、医学部附属病院
において、東海がんプロフェッショナル養成基盤推進プラ
ン平成25年度市民公開講座「多職種チーム医療で臨む最先
端がん放射線療法」を開催しました。
　最初に、髙橋医学系研究科長から開会のあいさつがあ
り、その後、伊藤善之同研究科特任教授から、「放射線治

療専門医の立場から・放射線治療はチーム医療」と題して、
各職種の専門性に立脚した放射線治療について講演があり
ました。
　続いて、加茂前　健同研究科特任助教から、「放射線治
療技師／物理士の立場から・高度で安全な放射線治療」と
題して、放射線治療の技術面を支える技師、物理士の役割
について講演がありました。
　最後に、中盛祐子国立がん研究センター東病院副看護師
長から、「放射線治療専門看護師の立場から・放射線治療
の看護とその実践」と題して、豊富な症例による放射線皮
膚炎・粘膜炎の対処法について講演がありました。
　講演後には、参加者からの事前質問に対し、講師が直接
回答するコーナーを設け、スライドを使いながら、参加者
にわかりやすく説明しました。
　当日は、88名の一般の方の参加があり、終了後のアン
ケートでも「大変参考になった」、「異なる立場の方からそ
れぞれの視点で話が聞けて良かった」という意見が寄せら
れており、参加者にとって有意義な市民公開講座となりま
した。

　大学院工学研究科は、12月6日（金）、理学南館大講堂に
おいて、「産学官リソースの活用により基礎から実践を通
貫する航空宇宙教育の展開」（通称：航空宇宙教育プログ
ラム）のキックオフ式典及び記念講演会が開催されました。
　式典では、はじめにプログラムリーダーの中村佳朗同研
究科教授より開会の辞が述べられ、5年間の時限にとらわ

れず、継続的に全力で取り組み、航空宇宙産業の発展に貢
献したいとの意気込みが語られました。続いて、山本理
事、松下同研究科長より主催者側のあいさつがあり、産業
界へ支援協力が依頼されました。来賓として、大橋良輔中
部経済産業局地域経済部長、加藤丈雄愛知県産業労働部技
監、中橋和博 JAXA 理事・航空本部長からのあいさつの
後、新型航空機の開発により航空宇宙産業が活性化してい
る中、人材不足が問題となっており、このプログラムによ
り優れた人材を輩出し、航空宇宙産業がますます発展する
ことへの期待が述べられました。式典の最後には、プログ
ラムサブリーダーの佐宗章弘同研究科教授よりプログラム
の内容が紹介されました。記念講演会では、水野鉄治三菱
重工業株式会社交通・輸送ドメイン民間機事業部設計部部
長、山中浩二 JAXA 研究開発本部誘導・制御グループ長、
小林美和ボーイングジャパン株式会社政府関係・渉外担当
ディレクターから講演があり、「力」、「夢」、「情熱」を持っ
た人材育成を期待している旨を述べました。式典・記念講
演会へは学生、一般から173名、祝賀会には51名が参加し
ました。
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会場の様子

あいさつする中橋理事・航空本部長（左）、講演する水野設計部部長（右）
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東海がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン平成25年度市民公開講座を開催
●大学院医学系研究科

航空宇宙教育プログラムキックオフ記念講演会等を開催
●大学院工学研究科



　グリーンモビリティ連携研究センターは、12月2日
（月）、ES 総合館 ES ホールにおいて、第13回次世代自動
車公開シンポジウムを開催しました。
　今回は「車両、部材軽量化技術の最新動向」をテーマに、
産業界から6名の講演者を招いて行われ、企業、公益法人、
大学関係者など約200名の参加がありました。

　初めに、小野木グリーンモビリティ連携研究センター長
からあいさつがあり、続いて、谷野　仁トヨタ自動車株式
会社材料技術開発部金属材料室グループ長より「車両軽
量化にむけたトヨタの取り組み」、杉山　聡株式会社デン
ソー生産技術開発部型技術室長より「部品加工の競争力強
化の取り組みについて」、佐藤浩一新日鐵住金株式会社技
術開発本部名古屋技術研究部主幹研究員より「自動車軽量
化と衝突安全性を両立させる超ハイテン材の開発動向」、
為広信也株式会社神戸製鋼所アルミ・銅事業部門真岡製造
所アルミ板研究部材料加工研究室より「自動車車体用アル
ミニウム合金の成形技術について」、藤原正尚大同特殊鋼
株式会社研究開発本部プロセス技術開発センター加工・成
形プロセス研究室長より「制御鍛造による高強度・軽量部
材の開発」、川嵜一博高周波熱錬株式会社専務取締役より
「中空部品の加工と高周波熱処理」と題した軽量化技術の
動向についての講演があり、参加者は熱心に耳を傾けてい
ました。各講演後の質疑応答では、白熱した議論が行われ
ました。シンポジウム後に開催された技術交流会でも、熱
心な意見交換は続きました。

　ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（VBL）は、11
月25日（月）、26日（火）の両日、VBL フロンティアプラザ
において、第17回 VBL シンポジウム「持続可能な社会に
向けた機能材料の開発」を開催しました。
　初日には、芹澤　武東京工業大学理工学研究科教授が
「サステイナブル高分子触媒としてのセルロースナノファ

イバー」と題し、天然物材料のセルロースナノ結晶の触媒
機能の発見とその機構、バクテリアの分解に応用した最新
の結果を紹介しました。また、吉江尚子東京大学生産技術
研究所教授が「エピタキシーを利用したポリマーブレンド
ナノ周期構造体の構築」と題し、結晶 /非晶性高分子を常
温では結晶化する溶媒に溶かし、溶媒の結晶化により高分
子相分離構造を誘起する新たな構造制御手法を提案しまし
た。
　2日目は、白幡直人物質・材料研究機構独立研究者が 
「次世代環境技術の構築に調和するナノシリコン蛍光体」
と題し、サイズ・内部構造・表面の構造制御により、単一
元素のみの粒子にて紫外から近赤外の発光が得られること
を理論とともに説明しました。藪　浩東北大学多元物質科
学研究所准教授が「自己組織化による高分子微粒子の調製
とハイブリッド化」と題し、高分子ブレンドやブロック共
重合体粒子の独自の形成手法を元に、自己組織・自己集合
による粒子の機能化について紹介しました。
　上記の講演のほか、学内教員5名の研究成果の報告もあ
り、多数の参加者らによる活発な質疑応答が行われました。
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会場の様子

講演する芹澤教授（左上）、吉江教授（右上）、白幡氏（左下）、藪准教授（右下）
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第13回次世代自動車公開シンポジウムを開催
●グリーンモビリティ連携研究センター

第17回ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーシンポジウムを開催
●ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー



　大学院生命農学研究科は、11月15日（金）、韓国 東亜大
学において、同大生物資源生命科学部との「学術交流に関
する協定書」の締結式及び記念シンポジウムを行いました。
東亜大学は10学部、10大学院研究科を擁する入学定員4,000
名の私立総合大学であり、生物資源生命科学部は遺伝子工
学、医療バイオテクノロジー学科等、大学院研究科は食品・

栄養科学、植物バイオテクノロジー、応用バイオサイエン
ス専攻等を擁しています。
　同研究科で学び1986年に博士学位を授与された權五昌 
東亜大学総長は、本学との学術交流を強く希望し、今年4
月には濵口総長を表敬訪問しました。9月には金度勳 学
部長ら3名の教授が来校し、交流の相談を進めるととも
に、シンポジウムを開催しました。
　11月の東亜大学でのシンポジウムでは、下村吉治同研究
科応用分子生命科学教授、白武勝裕同研究科資源生物機能
学准教授が先端研究を講演し大きな関心を集め、終了後も
ディスカッションが続いたほどです。東亜大学生物資源生
命科学部の教授陣は、数年の海外研究経歴と高い研究実績
をもち、バイテクノロジー、植物分子生理学等、同研究科
と多くの研究領域で重なりがあります。
　今後、釜山の地にある東亜大学と研究交流と共同研究の
推進、そして学生の交流を進めることとなり、永続的な交
流と研究・教育面での成果が期待されます。

　大学院生命農学研究科は、11月9日（土）から12月14日
（土）の間、23日を除く毎週土曜日の5回にわたり、農学部
において、東部丘陵生態系ネットワーク協議会との共催で

「2013年度あいち自然再生カレッジ」を開催しました。
　同講座は、あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業
の採択を受けて、地域の環境保全、生物多様性保全に関心

のある一般の方を対象に行われたものです。
　中川弥智子生命農学研究科准教授による「都市環境にお
ける森林と人間」、増田理子名古屋工業大学准教授による
「里山保全と人間」、福井県自然保護センター職員である
水谷瑞希博士による「野生動物と人間」、矢部　隆愛知学
泉大学教授による「侵入生物と人間」と題した4回の講義
の後、同協議会会長である肘井直樹生命農学研究科教授に
よる「生物多様性と人間」と題した総括的講義が行われ、
募集定員を超える50名近くの受講者は、メモをとりながら
熱心に聴き入っていました。
　また、講義に関する質疑応答とともに、随所に討論の時
間も設けられ、受講者の日頃の地域保全、自然保護活動の
経験に基づいた意見交換も活発に行われました。
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協定書を交換する前島生命農学研究科長（左）と金度勳学部長（右）

会場の様子
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東亜大学生物資源生命科学部と「学術交流に関する協定書」の締結式を挙行
●大学院生命農学研究科

「2013年度あいち自然再生カレッジ」を開催
●大学院生命農学研究科



　大学院国際言語文化研究科は、12月14日（土）、野依記念
学術交流館1階会議室において、日露国際歴史シンポジウ
ム「医学と帝国－開港場・軍隊・慈善－」を開催しました。
　このシンポジウムでは、日本とロシアの歴史研究者6名
が、19世紀後半から20世紀初頭における帝国の創出と近代
医療・医学のあり方をめぐり、講演と報告を行いました。

　シンポジウムは3部構成になっており、第1部では、
福田国際言語文化研究科長よりイギリス海軍軍医による日
本最初の梅毒病院の設立問題について、市川智生長崎大学
熱帯医学研究所助教により西南戦争と開港場の医療問題に
ついての研究報告がありました。第2部では、宮崎千穂日
本学術振興会特別研究員及びドミトリー・パブロフ ロシ
ア科学アカデミーロシア史研究所教授が開港場長崎とのか
かわりにおいて、それぞれ、ロシア海軍医療・医学地理学
の創出、ロシア海軍病院の展開について研究発表を行いま
した。第3部では、アレクサンドル・ソコローフ サンク
トペテルブルグ国立大学教授によるロシアの性病予防の歴
史、イーゴリ・サヴェリエフ国際開発研究科准教授による
ロシアにおける日本赤十字の救護活動についての講演と報
告が行われました。
　日本においてロシアに関連した医療・医学史研究が発表
されるのはほぼ初めてのことであり、学内外の研究者、一
般の来場者とともに白熱した議論が交わされました。

　大学院国際開発研究科は、11月22日（金）、国際開発研究
科棟8階多目的オーディトリアムにおいて、国際人権に関す
る講演会を開催しました。講師は、ジャン＝ポール・コスタ
欧州人権裁判所前長官が、「欧州人権裁判所：前長官から
の視点」をテーマに行いました。
　欧州人権裁判所は、欧州人権条約に基づき1959年に創設

された裁判所です。欧州人権条約が定める人権の違反が
生じた場合、被害者個人が人権侵害を行った政府を相手
取り、裁判を開始することができます。コスタ前長官は、
1998年から裁判官に任命され、2007年から2期4年間、裁
判所長官を勤めました。経験豊かな裁判官でしたが、昨年
定年のため退官しました。
　講演は英語で行われ、コスタ前長官は、欧州人権裁判所
について、全く知らない学生でも分かるように年間6万件
を超える提訴があることや、12万件が係属中であることな
どを、グラフを用いて丁寧に説明しました。裁判所長官と
して過ごした4年間を振り返りながら、裁判所をどうにか
うまく維持することができ、欧州での人権促進に寄与でき
たことを誇りに思うなどと話しました。
　講演後の質疑応答では、欧州人権裁判所とEUとの関係、
日本を含む国内裁判所への影響、国内裁判所や他の国際裁
判所からの影響、アジアにおける人権裁判所創設の可能性
などについての質問が学生から寄せられ、一つひとつ丁寧
に回答していました。その後、コスタ前長官と写真撮影す
る学生の姿も見られました。
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シンポジウムの様子

講演するコスタ前長官
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日露国際歴史シンポジウムを開催
●大学院国際言語文化研究科

国際人権に関する講演会を開催
●大学院国際開発研究科



　大学院理学研究科は、12月7日（土）、8日（日）の両日、
第3回「先進科学塾＠名大」を開催しました。
　この「先進科学塾＠名大」はテーマに沿った実験を多数
行い、多くの方に科学のもっとも面白い部分に触れ、科学
に親しんでいただく事を目的としています。
　今回は、「私も出してる電気信号」と題し、講師に清水祐樹

愛知医科大学生理学講座助手を招いて開催しました。人体
が発する微弱な電気信号をとらえるための増幅器（アンプ）
を自作し、心臓の膨張収縮で出る電気信号（心電図）や腕
の筋肉の収縮で出る電気信号（筋電位）をオシロスコープ
という測定器で観察したり、外から電気刺激を与えて神経
をつたわる信号の速さの測定をしたりしました。参加者は
中学生9名、一般の方11名の計20名で、付き添いで来た保
護者も工作や実験に参加しました。
　次回は、3月9日（日）、16日（日）に「光学を楽しむ」と
題して、実験を通して目やカメラの原理となるレンズの働
きを知り、ミニ望遠鏡を作ったり複屈折や旋光について調
べたりする講座を開催する予定です。
　また、先進科学塾では、希望があれば本学近辺の中学・
高等学校への出前授業なども行う予定です。
　詳細は、http://asw.flab.phys.nagoya-u.ac.jp/ をご覧くだ
さい。

　大学院情報科学研究科は、12月5日（木）に、創設10周年
記念事業として記念シンポジウム、ポスターセッション及
び祝賀会を開催しました。同研究科は、平成15年4月1日
に、それまで本学の複数の部局で行われていた情報に関す
る教育研究を結集する形で創設されました。この記念事業
は、創設以来10年が経過したことを記念して、同研究科の

これまでを振り返り、今後を展望することを目的として企
画、実施されました。
　記念シンポジウムは、IB 電子情報館大講義室において、
坂部情報科学研究科長のあいさつ、藤井理事のあいさつと
祝辞に続き、記念講演と特別講演が行われました。記念講
演では、谷脇康彦内閣官房情報セキュリティセンター副セ
ンター長内閣官房内閣審議官が「情報流通連携基盤とサイ
バーセキュリティ」と題して、政府の情報セキュリティ
への取り組みなどについて話しました。特別講演では、
小澤正直同研究科教授が「情報科学から物理学の基本原理
への挑戦」、村瀬　洋同研究科教授が「低解像度・低品質
画像のパターン認識への挑戦」と題した講演を行いました。
参加者は大学関係者、学生を含め210名で、3つの講演を
熱心に聴講しました。ポスターセッションは、会場を情報
科学研究科棟1階の講義室とロビーに移して行われ、同研
究科の全ての研究室がポスターを展示して研究紹介を行い
ました。
　記念祝賀会は、ポスターセッションと同じ会場におい
て、大学関係者と多くの学生が参加し、和やかな雰囲気の
中で行われ、大変盛況のうちに閉会となりました。
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自分の筋肉の筋電位の変化を観察する参加者

谷脇氏による記念公演の様子
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第３回「先進科学塾＠名大」を開催
●大学院理学研究科

情報科学研究科創設10周年記念行事を開催
●大学院情報科学研究科



　総合保健体育科学センターは、11月18日（月）、ES 総合
館1階会議室において「こころの絆創膏セミナー」を開催
しました。
　今年は、「学生の居場所としての大学」というテーマで、
まずプレセミナーとして、社会問題となっている「ひきこ
もり」を扱った『扉のむこう』という映画（2008年制作、

ローレンス・スラッシュ監督）の鑑賞をしました。
　午後からは、大饗広之日本福祉大学子ども発達学部心理
臨床学科教授が「青年の心の変化」について講演しました。
大饗教授は、大きな物語から小さな物語へ、あるいは、ア
イデンティティ型から多元型へと時代が変化する中で、青
年の心のあり様がどのように変化したのかについて話しま
した。
　次に、大野佳枝中京大学学生相談室臨床心理士に、こう
した新しいタイプの青年像に合わせて試みている大学内で
の集団療法について説明しました。
　その後、同セミナーの共催である名古屋市健康福祉局障
害企画課からの情報提供や、全員参加でのグループディス
カッションと続き、とても有意義で充実したセミナーにな
りました。

　農学国際教育協力研究センターは、11月15日（金）、2013
年度第4回オープンセミナーを、12月5日（木）、第5回
オープンセミナーを開催しました。第4回の講演者の
エスタ・ワキウル・ギコニョ氏は、ケニア農業研究所カベ
テ支所主任研究員で、今年度、作物栄養学、土壌学の専門
家として同センターに客員研究員として招へいされまし

た。窒素及びリン欠乏は、サブサハラアフリカにおける作
物生産の最も主要な制限要因の一つです。同セミナーで、
ギコニョ氏は、低窒素・リン耐性イネ品種開発を目指して
行ってきた研究結果を紹介しつつ、今後の研究の方向性に
ついて説明しました。第5回では、林　幸弘日本大学生物
資源科学部国際地域開発学科教授、水野正己同教授が講演
しました。林教授は、化学肥料がない時代、先人達はどの
様な工夫をしていたかについて、江戸時代の篤農家が記し
た「農書」の中にヒントを求め、苗肥（緑肥）、草肥、灰
肥（焼肥）等、農地、野山、生活の場由来の有機物資源や
水資源、もちろん家庭ゴミや人糞尿も捨てることなく全て
使い、農業生産を増やしたいという先人の必死さについて
話しました。水野教授は、生活改善アプローチによる農村
開発の方法を報告し、外部から持ち込んだ技術を中心にし
た開発アプローチに対して、健康や生活の便利さ等住民の
ニーズを今ある物をベースに改善していくアプローチが定
着しやすく効果的である事例を日本での戦後の取り組みや
マレーシア、ネパールでの例を元に話しました。学外の方
も含め21名が参加し、途上国への展開について議論を深め
ました。
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講演する大饗教授

講演する林教授（左）、水野教授（右）
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「こころの絆創膏セミナー」を開催
●総合保健体育科学センター

2013年度第４回、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



　素粒子宇宙起源研究機構は、12月11日（水）から13日（金）
の3日間、理学南館大講堂において、国際会議 KMI2013
―素粒子と宇宙の起源を求めて―を開催しました。
　同機構では、素粒子と宇宙の2つの分野の理論と実験観
測の各グループが、それぞれの研究を深く推し進めるとと
もに、共通する目的に向かって相互に協力しながら研究を

続けています。平成22年の創設から3年半を経過したとこ
ろで、その成果を広く共有し、残された問題を明らかにし
てその問題に対するアプローチを議論する場として、国内
外から約80名の研究者を集めて、同会議を開催しました。
　会議は、益川素粒子宇宙起源研究機構長による開式の言
葉に始まり、機構が推進する研究分野『～格子ゲージ理論、
加速器・非加速器素粒子実験、標準模型と新しい物理理論、
暗黒物質と宇宙物理、など～』の成果発表に加えて、関連
分野で活躍する内外の研究者の発表を交え、活発な議論が
交わされました。
　また、会議中、同機構の国際諮問委員会が小林　誠諮問
委員会座長のもとで開催され、機構のこれまでの活動の評
価と将来計画に対する助言ととともに、主に海外から参加
された著名な研究者の方々からも意見を頂きました。今後
より一層の研究の推進に役立てられることでしょう。

　減災連携研究センターは、11月20日（水）、環境総合館レ
クチャーホールにおいて第95回防災アカデミーを開催しま
した。
　今回は、廣井　悠同センター准教授による「東日本大震
災と地震火災」と題した講演が行われ、91名の参加があり
ました。廣井准教授から、東日本大震災ではビル火災、コ

ンビナート等産業施設火災、大規模市街地火災など多種多
様な火災が発生したこと、その中でも特に津波火災による
被害が甚大であったことが紹介されました。津波火災は、
燃料タンク、船舶、車などが水面で着火した後、津波の浸
水域に漂流して、大規模な市街地火災や山火事を引き起こ
すことや、津波火災の現場周辺は津波漂流物が散乱してお
り、消火活動が困難になる、などの詳しい説明がありまし
た。
　その後、現在の都市が火災に対して安全になっているか
というテーマで、火災被害が甚大であった関東大震災の時
と比べて、木造住宅率の低下などの理由から、地震時の延
焼のしやすさは低減するが、ポンプ車などの消防力が不足
することも地震時は考えられるため、普段からの防火対応
や危険物管理が極めて重要となるとの話がありました。
　会場からは講演内容を踏まえ、活発な質疑応答が行われ
ました。
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会場の様子
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国際会議 KMI2013―素粒子と宇宙の起源を求めて―を開催
●素粒子宇宙起源研究機構

第95回防災アカデミーを開催
●減災連携研究センター



　博物館は、11月20日（水）から12月3日（火）までの間、博
士課程研究スポット展示「北欧のトナカイ牧畜民サーメ
－近代化と教育による変貌－」を開催しました。同館では、
本学で行われた様々な分野の研究について展示を行い、研
究成果を学内外に広く公開してきました。今回はさらに一
歩すすめ、展示自体を学生教育の一環として活用する初め
ての試みとして、本学の学生教育とその成果を紹介するこ
とを目的に開催しました。
　展示の内容と構成は、大学院教育発達科学研究科博士課
程の長谷川紀子さんの博士課程研究が土台となっており、
服部美奈同研究科教授の指導のもと、準備が進められまし
た。
　展示品は、スウェーデンのサーメ民族の現地調査の際に
収集されたものが中心となっています。来館者は、本学に
おいて行われている大学院教育と博士課程研究の一端を興
味深く閲覧していました。

　博物館は、11月16日（土）、野外観察園において、秋の見
学会を開催しました。
　同見学会は、草木の生態を観察できる「生きた展示場」
である観察園を、毎回テーマを変えて教員が案内する企画
で、秋晴れの中、35名の参加がありました。
　今回のテーマは「生態系」です。参加者たちは、木々や
食虫植物などを実際に観察しながら、生物の食物連鎖や物
質の循環などについて解説を聞きました。園内にはキノコ
も生えており、身近にある毒キノコについての解説もあり
ました。見学会後半には走査型電子顕微鏡の見学があり、
参加者たちは、生態系がどのように成り立っているのか、
それがバランスを崩すとどうなるのかなどの話しを聞き、
熱心にメモを取っていました。電子顕微鏡による生物のミ
クロの姿にも見入っていました。
　来年度の見学会は、5月17日（土）と11月12日（水）に開催
される予定です。

　博物館は、11月9日（土）、教育学部附属中学・高等学校
の校庭において、体育会和式馬術部の主催で、和式馬術供
覧を開催しました。
　当日は天候にも恵まれ、約200名の来場者が見守る中、
和式馬術部員による馬上武術、打鞠、流鏑馬の演武等があ
りました。流鏑馬は、神事として多くの地域で継承されて
きましたが、近年は馬や乗り手がいないため、限られたグ
ループが全国の神社を回って行う状態です。このような事
もあり、和種馬を使い学生の手で行われる流鏑馬はとても
貴重です。
　同高校の弓道部員による騎乗遠的や和種馬の騎乗体験を
行い、多くの来場者が楽しみました。
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サーメの教育と文化に関する展示の様子

見学会の様子

流鏑馬の演武の様子
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博士課程研究スポット展示「北欧のトナカイ牧畜民
サーメ －近代化と教育による変貌－」を開催
●博物館

野外観察園秋の見学会を開催
●博物館

和式馬術供覧を開催
●博物館



褒章関係
受章日 受章名 受章者の所属・職名 受章者 備考

H25.11. 3 文化功労者 名誉博士 槇　　文彦
H25.11. 3 瑞宝重光章 特別教授 岸　　義人
H25.11. 3 瑞宝中授章 名誉教授 潮木　守一
H25.11. 3 瑞宝中授章 名誉教授 勝又　義直
H25.11. 3 瑞宝中授章 名誉教授 三谷　法雄
H25.11. 3 瑞宝中授章 名誉教授 森　　正夫
H25.11. 3 瑞宝中授章 名誉教授 森嶌　昭夫

教員
受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H23.10. 1 100 Selected Papers, Annual Report of Osaka 
University–Academic Achievement 2010–2011

大学院生命農学研究科
研究員

飯嶋　益巳

H24. 8. 2 2012年度日本生物工学会中部支部例会
支部長賞

大学院生命農学研究科
研究員

飯嶋　益巳

H25. 6.10 自動車技術会　自動車技術会フェロー認定者 大学院工学研究科教授 田中　英一
H25. 6.12 電子情報通信学会　

情報・システムソサイエティ査読功労賞
大学院情報科学研究科
准教授

井手　一郎

H25. 7.12 情報処理学会　マルチメディア、分散、協調と
モバイル（DICOMO 2013）シンポジウム　
優秀プレゼンテーション賞

大学院工学研究科助教 梶　　克彦

H25. 7.22 Editor's Citation for Excellence in Refereeing, 
American Geophysical Union 2012

太陽地球環境研究所助教 家田　章正

H25. 8. 9 Honorable Mention Award, iHAI 2013 
(International Conference on Human-Agent 
Interaction)

大学院情報科学研究科教授 間瀬　健二 他３名と連名

H25. 8.19 情報処理学会　マルチメディア、分散、協調と
モバイル（DICOMO 2013）シンポジウム　
優秀論文賞

大学院工学研究科助教 梶　　克彦 渡辺穂高（大学院工学研究科 M2）、
坂　涼司（大学院工学研究科 M1）、
河口信夫（大学院工学研究科教授）と連名

H25. 8.27 Certificate of Merit for The 2013, International 
Conference of Wireless Networks The World 
Congress on Engineering

大学院工学研究科助教 梶　　克彦 河口信夫（大学院工学研究科教授）と連名

H25. 8.29 第11回産学官連携功労者表彰　
文部科学大臣賞

大学院工学研究科教授 新井　史人

H25. 9. 5 2013年度（第８回）中村誠太郎賞 基礎理論研究センター
特任助教

黒木　経秀

H25. 9. 6 日本セラミックス協会　第26回秋季シンポジウム
特定セッション優秀発表賞

大学院工学研究科助教 丹羽　　健

H25. 9. 6 日本構造デザイン賞　松井源吾特別賞 大学院環境学研究科教授 大森　博司
H25. 9. 7 第３回2013年度日本乾癬学会

「鳥居・帝國乾癬研究奨励賞」
大学院医学系研究科准教授　 杉浦　一充

H25. 9.10 日本知能情報ファジィ学会　著述賞 大学院工学研究科教授 古橋　　武
H25. 9.12 日本ソフトウェア科学会第４回解説論文賞 大学院情報科学研究科教授 関　　浩之 他１名と連名
H25. 9.14 日本都市社会学会賞（磯村記念賞） 大学院環境学研究科准教授 室井　研二
H25. 9.14 Island Arc Award 2013 大学院環境学研究科教授 ウォリス 

サイモン
榎並正樹（年代測定総合研究センター教授）、
他２名と連名

H25. 9.14 Island Arc Award 2013 年代測定総合研究センター
教授

榎並　正樹 ウォリス サイモン（環境学研究科教授）、
他２名と連名

H25. 9.15 第43回日本口腔インプラント学会学術大会　
優秀研究発表賞

医学部附属病院助教 片桐　　渉

H25. 9.15 環境アセスメント学会　第12回大会
優秀ポスター賞

エコトピア科学研究所
研究員

ダカール　
アンビカ

H25. 9.16 計測自動制御学会　
2013年度計測自動制御学会　論文賞・蓮沼賞

大学院工学研究科教授 新井　史人

H25. 9.16 第35回（2013年度）応用物理学会　 解説論文賞 大学院工学研究科教授 財満　鎭明
H25. 9.16 第34回（2013年春季）応用物理学会　

講演奨励賞
大学院工学研究科助教 竹田　圭吾

H25. 9.17 Mukaiyama Award トランスフォーマティブ
生命分子研究所教授

伊丹健一郎

H25. 9.18 日本生物工学会　
2013年度（第21回）生物工学論文賞　

大学院工学研究科教授 堀　　克敏 石川聖人　（大学院工学研究科研究員）、
鈴木淳巨　（大学院工学研究科准教授）と
連名
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者 備考

H25. 9.18 土木学会地球環境委員会　
地球環境シンポジウム　
平成25年度地球環境技術賞

大学院環境学研究科助教 奥岡桂次郎 谷川寛樹（大学院環境学研究科教授）、
白川博章（大学院環境学研究科准教授）、
他１名と連名

H25. 9.18 土木学会地球環境委員会　
地球環境シンポジウム　
平成25年度地球環境優秀講演賞

大学院環境学研究科研究員 森田　紘圭 加藤博和（大学院環境学研究科准教授）、
林　良嗣（大学院環境学研究科教授）、
他２名と連名

H25. 9.18 電子情報通信学会 
通信ソサイエティ活動功労賞

エコトピア科学研究所
准教授

岡田　　啓

H25. 9.19 内閣総理大臣表彰　
第５回ものづくり日本大賞　経済産業大臣賞

大学院生命農学研究科教授 黒田　俊一

H25. 9.20 日本遺伝学会　
2013年度（第85回大会）日本遺伝学会木原賞

大学院理学研究科教授 森　　郁恵

H25. 9.21 第77回日本皮膚科学会東部支部学術大会
学会賞

大学院医学系研究科准教授 杉浦　一充

H25. 9.25 Best Paper Award, 7th International Conference 
on Asian and Pacific Coasts (APAC 2013)

高等研究院特任講師 中村　友昭 趙　容桓（大学院工学研究科 D2）、
水谷法美（大学院工学研究科教授）、
他１名と連名

H25. 9.25 日本塑性加工学会　平成25年度塑性加工 
春季講演会　優秀論文講演奨励賞

大学院工学研究科助教 久米　裕二

H25. 9.25 日本自然災害学会　第32回日本自然災害学会
学術講演会　平成25年度学術発表優秀賞

減災連携研究センター
准教授

廣井　　悠

H25. 9.25 日本数学会　2013年度建部賢弘賞特別賞 大学院多元数理科学研究科
助教

長尾健太郎

H25. 9.25 Best Paper Award for the 2nd International 
Symposium on Future Active Safety 
Technology toward zero traffic accidents 
(Society of Automotive Engineers of Japan, Inc.)

大学院情報科学研究科助教 宮島千代美 兼子政孝（大学院情報科学研究科 M1）、
北岡教英（大学院情報科学研究科准教授）、
武田一哉（大学院情報科学研究科教授）、
他１名と連名

H25. 9.25 Finalist for Best Paper Award,
In the Second International Symposium on 
Future Active Safety Technology Toward Zero 
Traffic Accident (FAST-zsro '13)）

エコトピア科学研究所教授 大日方五郎

H25. 9.26 Best Paper Award, 2013 International 
Conference on Advanced Mechatronic Systems 

大学院工学研究科講師 髙木賢太郎 鈴木達也（大学院工学研究科教授）と連名

H25.10. 5 第17回（2013年度）久保亮五記念賞 大学院理学研究科教授 紺谷　　浩
H25.10. 9 バイオインダストリー協会  

2013年度化学・生物素材研究開発奨励賞
大学院生命農学研究科研究
員

飯嶋　益巳

H25.10.13 日本機械学会　材料力学部門賞功績賞 大学院工学研究科教授 大野　信忠
H25.10.13 第58回日本口腔外科学会総会・学術大会 

優秀ポスター賞
大学院医学研究科特別研究
学生

緒方　謙一 片桐渉（医学部附属病院助教）、
日比英晴（大学院医学系研究科准教授）、
上田実（大学院医学系研究科教授）、
他５名と連名

H25.10.18 Best Paper Award ,20th　ITS World Congress 
International Program Committee 

大学院工学研究科特任准教
授

青木　宏文

H25.10.18 Informa healthcare prestigious poster award,
Society for Free Radical Research Asia

大学院医学系研究科講師 岡﨑　泰昌

H25.10.24 ロシア・国際工学アカデミー　外国人会員選任 大学院経済学研究科教授 高桑宗右ヱ門
H25.10.28 Novartis Chemistry Lectureship Award トランスフォーマティブ生

命分子研究所教授
伊丹健一郎

H25.10.30 第21回 日本測地学会賞 坪井賞 （個人賞） 大学院環境学研究科助教 伊藤　武男
H25.10.31 日本学術振興会　科学研究費助成事業　

審査委員表彰
大学院工学研究科教授 古橋　　武

H25.10.31 平成25年度 科研費・第１段審査委員表彰 大学院環境学研究科教授 横山　　智
H25.11. 2 第15回（2013年度）日本社会心理学会　

奨励論文賞
大学院環境学研究科教授 唐沢　　穣 他１名と連名

H25.11. 2 平成25年度日本国際保健医療学会奨励賞 大学院医学系研究科助教 江　　啓發
H25.11. 4 地球電磁気・地球惑星圏学会　大林奨励賞 太陽地球環境研究所助教 今田　晋亮
H25.11. 9 日本機械学会　

第91期（2013年度）流体工学部門賞
大学院工学研究科教授 酒井　康彦

H25.11. 9 軽金属学会　第31回軽金属奨励賞 大学院工学研究科助教 久米　裕二
H25.11. 9 日本白血病研究基金　

平成25年度荻村孝特別賞
大学院医学系研究科教授 木村　　宏

H25.11.10 （社）日本メディア英語学会学会賞 大学院国際言語文化研究科
教授

エドワード　
ヘイグ

他14名と連名
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H25.11.10 第40回日本臓器保存生物医学会　学会賞 革新ナノバイオデバイス 
研究センター特任講師

湯川　　博

H25.11.10 Best Paper Award, IEEE 2013 International 
Symposium on Micro-NanoMechatronics and 
Human Science (MHS2013)　

大学院情報科学研究科 
特任助教

榎堀　　優 間瀬健二（大学院情報科学研究科教授）、
他４名と連名

H25.11.11 第68回年次学術講演会優秀講演賞 高等研究院特任講師 中村　友昭
H25.11.11 平成25年度日本ウイルス学会　杉浦奨励賞 大学院医学系研究科准教授 村田　貴之
H25.11.11 Banyu Chemist Award 2013 大学院理学研究科准教授 山口潤一郎
H25.11.12 IISE Best Dissertation Award,University of 

Pitttsburgh, School of Education, Institute for 
International Studies in Education

大学院国際開発研究科
特任助教

リュウ　ジン

H25.11.13 Best Paper Award, IEEE 2013 International 
Symposium on Micro-NanoMechatronics and 
Human Science (MHS2013)　

大学院工学研究科教授 新井　史人

H25.11.13  Best Poster Award, Lab-on-a-Chip Asia 2013 大学院工学研究科助教 安井　隆雄
H25.11.14 日本鋼構造協会　2013年度論文賞 大学院工学研究科助教 廣畑　幹人
H25.11.14 Oral Presentation Award, ISNAC 2013 40th 

International Symposium on Nucleic Acids 
Chemistry Outstanding 

大学院工学研究科准教授 樫田　　啓

H25.11.14 Best Paper Award, The Third International 
Conference on Geotechnique, Construction 
Materials and Environment (GEOMATE2013)

大学院工学研究科助教 田代むつみ

H25.11.21 ET AWARD 2013　
オートモティブ／交通システム部門　優秀賞

大学院情報科学研究科附属
組込みシステム 
研究センター

組織として受賞

H25.11.22 第22回 DNA複製・組換え・修復ワークショップ　
若手研究者優秀発表賞　ポスター発表の部

環境医学研究所研究員 柏葉脩一郎

H25.11.28 エヌエフ基金　第２回（2013年度） 
研究開発奨励賞

大学院理学研究科特任講師 新田　英之

H25.11.28 エヌエフ基金　第２回（2013年度） 
研究開発奨励賞

大学院工学研究科助教 栗本　宗明

H25.12. 2 Thieme Chemistry Journal Award 2014 大学院創薬科学研究科助教 下川　　淳
H25.12. 3 プラズマ・核融合学会賞　論文賞 エコトピア科学研究所 

准教授
梶田　　信 髙村秀一（名誉教授）、大野哲靖（大学院 

工学研究科教授）と連名
H25.12. 4 名古産業振興公社  

第18回資源循環型ものづくりシンポジウム　
奨励賞

大学院工学研究科教授 堀　　　勝

H25.12. 5 日本燃焼学会　日本燃焼学会論文賞 エコトピア科学研究所教授 成瀬　一郎 義家　亮（大学院工学研究科准教授）、
都築拓朗（大学院工学研究科Ｍ2）、
植木保昭（エコトピア科学研究所助教）、
他５名と連名

H25.12. 5 日本燃焼学会　日本燃焼学会論文賞 大学院工学研究科准教授 義家　　亮 成瀬一郎（エコトピア科学研究所教授）、
都築拓朗（大学院工学研究科Ｍ2）、
植木保昭（エコトピア科学研究所助教）、
他５名と連名

H25.12. 6 Fellow Research Paper Award,
Cervical Spine Research Society Resident 

医学部附属病院医員 中島　宏彰 今釜史郎 （医学部附属病院講師）、
石黒直樹（大学院医学系研究科教授）と 
連名

H25.12. 7 日本テスト学会　第7回（2013年）大会発表賞 大学院教育発達科学研究科
准教授

石井　秀宗 他３名と連名

H25.12. 7 平成25年度日本セラミックス協会東海支部 
学術研究発表会　優秀講演賞

エコトピア科学研究所助教 小林　克敏 小澤正邦（エコトピア科学研究所教授）、
他３名と連名

学生
受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H23. 6.18 平成23年度　日仏海洋学会論文賞 大学院環境学研究科修了生 アンドレアス
アルベルティーノ
フタハエアン　

H25. 6. 2 第35回日本血栓止血学会学術集会 
優秀ポスター賞

大学院医学系研究科 M2 加藤　衣央

H25. 7.11 第35回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科 D3 林　　　懋
H25. 7.11 第35回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科 M2 篠野　　宏
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H25. 7.11 第35回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科 M2 西岡由紀子
H25. 7.11 第35回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科 M1 伊藤　充希
H25. 7.11 第35回コンクリート工学講演会年次論文奨励賞 大学院環境学研究科 M1 別府　克俊
H25. 7.12 情報処理学会　マルチメディア、分散、協調と

モバイルシンポジウム（DICOMO 2013）　
ヤングリサーチャー賞

大学院工学研究科 M2 渡辺　穂高

H25. 7.26 Poster Awawrd, The 26th International 
Conference on Photochemistry (ICP2013)

大学院工学研究科 D1 土居　哲也

H25. 7.31 第67回セメント技術大会　優秀講演賞 大学院環境学研究科 D3 五十嵐　豪
H25. 8. 2 第32回日本医用画像工学会・CAD コンテスト 

大会賞
大学院情報科学研究科 M1 古閑　楠人

H25. 8. 6 第45回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン
総合シンポジウム　若手奨励賞

大学院理学研究科 D1 趙　　思翰

H25. 8.19 情報処理学会　マルチメディア、分散、協調と
モバイルシンポジウム（DICOMO 2013）　
優秀論文賞

大学院工学研究科 M1 山川　健司 梶　克彦　（大学院工学研究科助教）、 
河口信夫　（大学院工学研究科教授）と 
連名

H25. 8.27 第８回日本臨床検査学教育学会学術大会　 
優秀発表賞

医学部保健学科４年 本山めぐみ

H25. 8.29 第８回水素若手研究会　優秀ポスター賞 大学院工学研究科 M1 中村　祐貴
H25. 8.30 Outstanding Poster Award, AEPSE 2013 

(The 9th Asian-European International 
Conference on Plasma Surface Engineering)

大学院工学研究科 M1 油家　大輝

H25. 9. 4 第37回日本磁気学会学術講演会　
2013学生講演賞（桜井講演賞）

大学院工学研究科 D3 大島　大輝

H25. 9. 5 日本セラミックス協会　 
第26回秋季シンポジウム　最優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M2 小田　喬史

H25. 9. 6 日本セラミックス協会　 
第26回秋季シンポジウム　 
特定セッション優秀発表賞

大学院工学研究科 M2 志村　　元

H25. 9. 6 第12回情報科学技術フォーラム FIT 奨励賞 大学院情報科学研究科 M2 長尾　聡輝 加藤福己（大学院情報科学研究科 M １）、
浦田真由（大学院国際開発研究科助教）、
安田孝美（大学院情報科学研究科教授）と 
連名

H25. 9. 6 日本 XAFS 研究会　学生奨励賞 大学院工学研究科 D2 塚田　千恵 八木伸也（エコトピア科学研究所教授）、
吉田朋子（エコトピア科学研究所准教授）、
他３名と連名

H25. 9. 9 2013年日本液晶学会討論会　虹彩賞 大学院工学研究科 M2 岩附　紘子
H25. 9.10 日本知能情報ファジィ学会　第28回ファジィ

システムシンポジウム　奨励賞
大学院工学研究科 M2 田村　一樹

H25. 9.10 日本分析化学会第62年会　若手講演ポスター賞 大学院工学研究科 M2 柴田　健司
H25. 9.10 日本分析化学会第62年会　若手講演ポスター賞 大学院工学研究科 M2 柴山　卓芳
H25. 9.11 日本オペレーションズ・リサーチ学会　 

学生論文賞
大学院工学研究科 M1 川出　　静

H25. 9.11 日本オペレーションズ・リサーチ学会 
学生論文賞

大学院情報科学研究科 D1 胡　　艶楠 橋本英樹（大学院情報科学研究科助教）、
今堀慎治（大学院工学研究科准教授）、
柳浦睦憲（大学院情報科学研究科教授）と 
連名

H25. 9.11 第86回日本生化学会大会  
鈴木紘一メモリアル賞

大学院生命農学研究科 D1 羽根　正弥 北島　健（生物機開発利用研究センター教授 )、 
佐藤ちひろ（生物機能開発利用研究センター 
准教授 ) と連名

H25. 9.11 第86回日本生化学会大会   
鈴木紘一メモリアル賞

大学院生命農学研究科 M2 宮下　宙士

H25. 9.11 Poster Presentation Award, 1st International 
Symposium on Computational Materials and 
Biological Sciences (ISCMBS)

大学院理学研究科 M2 西川　直宏

H25. 9.12 第86回日本生化学会大会 
鈴木紘一メモリアル賞

大学院生命農学研究科 M1 服部　　愛

H25. 9.12 光化学協会　2013年光化学討論会　 
優秀学生発表賞

大学院工学研究科 D1 土居　哲也

H25. 9.12 平成25年度情報処理学会 
モバイルコンピューティングとユビキタス通信
研究会　奨励発表賞

大学院工学研究科 M1 石谷　直也

H25. 9.12 第25回日本植物形態学会　ポスター賞 大学院理学研究科 M1 山田　佳歩
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H25. 9.12 日本医用画像工学会　第32回大会（2013年） 
奨励賞

大学院情報科学研究科 M2 松崎　哲朗

H25. 9.13 2013年度日本地球化学会第60回年会　 
学生発表賞（口頭発表）

大学院環境学研究科 M2 安田　友紀

H25. 9.13 2013年第13回環境技術学会　 
プレゼンテーション賞

大学院生命農学研究科 D2 長谷川剛史 野村信嘉（大学院生命農学研究科准教授 )、
他２名と連名

H25. 9.14 コ・メディカル形態機能学会第12回学術集会 
学会奨励賞

医学部保健学科研究生 高田　拓明

H25. 9.14 コ・メディカル形態機能学会第12回学術集会 
学会奨励賞

大学院医学系研究科 M1 吉岡　潔志

H25. 9.14 日本地質学会　第120年学術大会　 
優秀ポスター賞

大学院環境学研究科 D3 森　　　宏 ウォリス サイモン（大学院環境学研究科教授）、
他２名と連名

H25. 9.14 日本地質学会　第120年学術大会　 
優秀ポスター賞

大学院環境学研究科 M2 森　なつみ ウォリス サイモン（大学院環境学研究科教授）、
他２名と連名

H25. 9.16 応用物理学会　講演奨励賞 大学院工学研究科 M2 平　　祐介
H25. 9.18 化学工学会　超臨界流体部会　 

第45回秋季大会シンポジウム　学生賞
大学院工学研究科 M1 林　　祐衣

H25. 9.18 化学工学会　環境部会　第45回秋季大会　
シンポジウム　優秀学生発表賞

大学院工学研究科 M1 久保　隆之

H25. 9.18 日本生物工学会　第２回生物工学学生優秀賞
（飛翔賞）

大学院生命農学研究科 D1 曽宮　正晴

H25. 9.18 日本金属学会　2013年秋期講演大会　 
優秀ポスター賞 

大学院工学研究科 M1 本田　善岳 武藤俊介（エコトピア科学研究所教授）、
巽　一厳（エコトピア科学研究所准教授）、
他３名と連名

H25. 9.21 Award for Excellent Poster Presentation,  
The 7th International Symposium on 
Integrated Molecular/Materials Science  
and Engineering

大学院工学研究科 M2 山本　慎也

H25. 9.23 日本生物工学会　セルプロセッシング計測評価
研究部会　2013年度優秀学生発表賞

大学院生命農学研究科 M2 木田　晶子

H25. 9.23 日本生物工学会　セルプロセッシング計測評価
研究部会　2013年度優秀学生発表賞

大学院創薬科学研究科 M2 高橋　厚妃

H25. 9.26 Best Paper Award, 7th International Conference 
on Asian and Pacific Coasts (APAC2013)

大学院工学研究科 D2 趙　　容垣 水谷法美　（大学院工学研究科教授）
と連名

H25. 9.26 電子情報通信学会マルチメディア・仮想環境 
基礎研究専門委員会　MVE 賞

工学部４年 富田　大志 井手一郎（大学院情報科学研究科准教授）、
出口大輔（情報連携基盤センター准教授）、
村瀬　洋（大学院情報科学研究科教授）、
他１名と連名

H25. 9.27 第45回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン
学会　飯島奨励賞

大学院理学研究科 D2 林　　宏恩

H25. 9.28 第１回バイオ関連化学シンポジウム 
若手フォーラム　優秀ポスター賞

大学院理学研究科 D3 白瀧千夏子

H25. 9.28 第１回バイオ関連化学シンポジウム 
若手フォーラム　優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M2 赤羽真理子

H25. 9.28 高分子学会東海支部　東海高分子研究会講演会　
夏期合宿　学生研究奨励賞　

大学院工学研究科 M2 山岡　大智

H25. 9.28 高分子学会東海支部　東海高分子研究会講演会　
夏期合宿　学生研究奨励賞　

大学院工学研究科 M1 小栗　良太

H25. 9.28 平成二十五年度日本環境共生学会 奨励賞 大学院工学研究科 D3 太田　貴大
H25. 9.29 日本環境共生学会　第十六回学術大会 

ポスター優秀発表賞
工学部４年 高木　渓太

H25.10. 2 Best Student Paper Award, SISA2013  
AVM Special Session 

大学院工学研究科 M1 手塚　智之

H25.10.10 第36回溶液化学シンポジウム　 
ポスタープレゼンテーション　表彰

大学院工学研究科 M2 中原栄一郎

H25.10.11 第75回日本血液学会学術集会優秀ポスター賞 大学院医学系研究科 M2 高木　夕希
H25.10.11 第75回日本血液学会学術集会優秀ポスター賞 大学院医学系研究科 M2 安藤　裕実
H25.10.12 Best Poster Award, Super Green 2013  

The 8th International Conference on 
Supercritical Fluids

大学院工学研究科 D1 星野倫太朗 川本順弘（大学院工学研究科 D2）、 
後藤元信（大学院工学研究科教授）と連名

H25.10.12 2013年　日本消費者教育学会研究奨励賞 大学院教育発達科学研究科
Ｄ3

後藤　誠一
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受賞日 受賞名 受賞者の所属・学年 受賞者 備考

H25.10.13 日本航空宇宙学会　第9回全日本学生室内飛行
ロボットコンテスト　飛行競技（自動制御部門）
第３位　ものづくり日本会議賞

大学院工学研究科 M2 福岡　敬介 安藤　匠（大学院工学研究科 M1）、  
佐藤瑞騎（大学院工学研究科 M1）、 
堀　雄一（大学院工学研究科 M1）、 
湯地恒太（大学院工学研究科 M1）と連名

H25.10.17 ITbM Research Award 大学院理学研究科 M2 上原　貴大
H25.10.17 ITbM Research Award 大学院理学研究科 M1 吉村　柾彦
H25.10.18 Young Scientist Award, 18th International 

Congress on Nitrogen Fixation　
大学院生命農学研究科 M2 井上　雄貴

H25.10.20 土木学会　第41回環境システム研究論文発表会 
優秀ポスター賞

工学部４年 青柳淳之介

H25.10.21 軽金属学会東海支部　 
若手研究者ポスター講演会　優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M2 阪本　未来

H25.10.23 Wang Jimei Best Paper Award 2013,  
ICEPE-ST2013　

大学院工学研究科 D1 中野　裕介

H25.10.23 The 2nd nominee of the Best Poster Presentation, 
Poster Award 2013, EANM Congress 2013

大学院医学系研究科 M1 丹羽亜利紗

H25.10.24 日本作物学会　第236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 D2 大井　崇生

H25.10.25 第52回電子スピンサイエンス学会年会　 
SEST 優秀発表賞

大学院理学研究科 D1 浅田　瑞枝

H25.10.26 日本ソノケミストリー学会　
平成25年度第22回ソノケミストリー討論会　
奨励賞　

大学院工学研究科 M2 福壽　快斗

H25.10.26 日本混相流学会 混相流シンポジウム2013　 
学生優秀講演賞

大学院情報科学研究科 M2 島田　誠司

H25.10.28 第7回分子科学討論会2013　分子科学会　 
優秀ポスター賞

大学院理学研究科 D1 遠藤　友随

H25.10.31 Young  Investigator  Scholarships,  
The 4th International Symposium on Dynamics 
of Mitochondria (DynaMito2013）

大学院理学研究科 M1 山田　佳歩

H25.11. 1 日本ばね学会　2013年度秋季ばね及び復元力
応用講演会　最優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M2 浅岡　幸靖 細井厚志（大学院工学研究科助教）、 
巨　陽（大学院工学研究科教授）と連名

H25.11. 1 日本金属学会・日本鉄鋼協会東海支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第23回学生による材料フォーラム　 
優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M2 磯貝　卓巳

H25.11. 1 日本金属学会・日本鉄鋼協会東海支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第23回学生による材料フォーラム　 
優秀ポスター賞

大学院工学研究科 M1 小澤　知子

H25.11. 3 錯体化学会第63回討論会　ポスター賞、
CrystEngComm Award

大学院理学研究科 D3 白瀧千夏子

H25.11. 7 第19回大気化学討論会学生優秀ポスター賞 大学院理学研究科 M2 中川　真秀 笹子宏史（太陽地球環境研究所技術補佐員）、
中山智喜（太陽地球環境研究所助教）、
松見　豊（太陽地球環境研究所教授）、
上田紗也子（太陽地球環境研究所研究員）と
連名

H25.11. 9 日本機械学会　第91期流体工学部門講演会　
優秀講演表彰

大学院工学研究科 M2 沢田　拓也 寺島　修 （大学院工学研究科助教）、 
酒井康彦（大学院工学研究科教授）、 
長田孝二（大学院工学研究科准教授）、 
式田光宏（大学院工学研究科准教授）、 
伊藤靖仁（大学院工学研究科特任准教授）
と連名

H25.11. 9 日本放射線技術学会中部部会　第6回中部 
放射線医療技術学術大会　技術奨励賞

大学院医学系研究科 D2 中澤　寿人

H25.11.11 Excellent Presentation Award,  
68th Annual Conference of Civil Engineers 

大学院工学研究科 D3 グェン　 
ホン　ソン

H25.11.11 日本化学会　第３回 CSJ 化学フェスタ2013 
最優秀ポスター発表賞

大学院理学研究科Ｍ2 宮浦　健志

H25.11.11 日本化学会　第３回 CSJ 化学フェスタ2013　　
優秀ポスター発表賞

大学院工学研究科 D2 笹倉　新葉

H25.11.11 日本化学会　第３回 CSJ 化学フェスタ2013　　
優秀ポスター発表賞

大学院工学研究科 D1 内山　峰人

H25.11.11 日本化学会　第３回 CSJ 化学フェスタ2013　　
優秀ポスター発表賞

大学院工学研究科 M2 柴山　卓芳
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H25.11.11 日本化学会　第３回 CSJ 化学フェスタ2013　　
優秀ポスター発表賞

大学院工学研究科 M1 難波　知也

H25.11.11 日本化学会　第３回 CSJ 化学フェスタ2013　　
優秀ポスター発表賞

大学院工学研究科 M1 伊藤　杏奈

H25.11.11 日本化学会　第３回 CSJ 化学フェスタ2013　　
優秀ポスター発表賞

大学院工学研究科 M1 鍋野　昇平

H25.11.12 日本化学会　第３回 CSJ 化学フェスタ2013　　
優秀ポスター発表賞

大学院理学研究科 M1 岩井　佑介

H25.11.12 電子情報通信学会 ICSS　2012年度研究賞 大学院情報科学研究科 M2 鐘　　　揚 八槇博史（情報基盤センター准教授）、
山口由紀子（情報基盤センター助教）、
高倉弘喜（情報基盤センター教授）と連名

H25.11.13 Best Poster Award, IEEE 2013 International 
Symposium on Micro-NanoMechatronics and 
Human Science (MHS2013)　

大学院工学研究科 D3 鄭　　載勲 中島正博（大学院工学研究科助教）、 
竹内　大（大学院工学研究科研究員）と 
連名

H25.11.13 Best Paper Award , IEEE 2013 International 
Symposium on Micro-NanoMechatronics and 
Human Science (MHS2013)　

大学院工学研究科 D3 岳　　　涛 中島正博（大学院工学研究科助教）、 
胡　程志（大学院工学研究科 D3）、 
竹内　大（大学院工学研究科研究員）と 
連名

H25.11.14 Best Session Paper Award, ISIS2013  
The 14th International Symposium on 
Advanced Intelligent Systems　　　　　　　　　　　　　　　　 

大学院工学研究科 D2 渡邉　庸佑 吉川大弘（大学院工学研究科准教授）、 
古橋　武 （大学院工学研究科教授）
と連名

H25.11.14 コロキウム 構造形態の解析と創生2013  
優秀講演賞

大学院環境学研究科 M2 平野　伯恭

H25.11.14 平成25年度日本木材学会　中部支部大会　 
優秀発表賞

大学院生命農学研究科 M1 稲継　実栗 山本浩之（大学院生命農学研究科教授）、
他6名と連名

H25.11.14 平成25年度日本木材学会　中部支部大会　 
優秀発表賞

大学院生命農学研究科 M1 白井　達也 山本浩之（大学院生命農学研究科教授）、
他４名と連名

H25.11.14 Powell Prize, 6th International Symposium on　
Practical Surface Analysis

大学院工学研究科 D2 塚田　千恵

H25.11.15 Best Poster Award, IEEE 2013 International 
Symposium on Micro-NanoMechatronics and 
Human Science (MHS2013) 　　　 

大学院工学研究科 D2 早川　　健 新井史人（大学院工学研究科教授）と連名

H25.11.16 第10回日本甲状腺学会　若手奨励賞 大学院医学系研究科 M2 木下　佳大
H25.11.20 第44回中部化学関係学協会支部連合秋季大会　　　　　　　　　　　

特別討論会　VIP 賞
大学院工学研究科 D3 鳥畠　賢二

H25.11.20 第44回中部化学関係学協会支部連合秋季大会　　　　　　　　　　　　　　
特別討論会　VIP 賞

大学院工学研究科 D2 澤村　泰弘

H25.11.20 第44回中部化学関係学協会支部連合秋季大会　　　　　　　　
有機化学一般研究発表　優秀賞

大学院工学研究科 D1 伊藤　　覚

H25.11.20 第44回中部化学関係学協会支部連合秋季大会 　　　　　　　　　　　 
有機化学一般研究発表　優秀賞

大学院工学研究科 M2 後藤　裕太

H25.11.20 計測自動制御学会　システム・情報部門 
学術講演会2013（SSI2013）　研究奨励賞

大学院工学研究科 D3 山口　拓真

H25.11.22 日本溶媒抽出学会　第32回溶媒抽出討論会　
ポスター賞

大学院工学研究科 M2 柴山　卓芳

H25.11.24 Best Poster Award, ３rd Junior International 
Confernce On Cutting-Edge Organic Chemistry 
in Asia 　　　　　　　　　　　　

大学院工学研究科 D1 小倉　義浩

H25.11.25 新学術領域「植物細胞壁機能」 
第２回若手ワークショップ 
第7回細胞壁ネットワーク研究会　優秀発表賞

大学院理学研究科 D1 永原　史織

H25.11.25 新学術領域「植物細胞壁機能」 
第２回若手ワークショップ 
第7回細胞壁ネットワーク研究会　優秀発表賞

理学部４年 大谷　健登

H25.11.28 平成25年度計測自動制御学会中部支部 
学生発表会　奨励賞

大学院工学研究科 M1 岸　　俊道

H25.11.28 Best poster award, Flavor Physics Workshop 
2013　

大学院理学研究科 M1 米倉　拓弥

H25.12. 6 第10回環境情報科学ポスターセッション 
学生の部　学術委員長賞

工学部４年 光崎　貴洋 杉本賢二（大学院環境学研究科研究員）、
奥岡桂次郎（大学院環境学研究科助教）、
谷川寛樹（大学院環境学研究科教授）と 
連名

＊受賞者の所属・職名又は学年は、受賞当時
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記事 月日 新聞等名

1 UK Day in Nagoya 開催：20日 ティム・ヒッチンズ駐日英国大使、長尾伸一経済学研究科教授、篠原久典理学研
究科教授が講演

11.17（日）
11.21（木）

中日（朝刊）
中日（朝刊）
朝日（朝刊）

2 朝日医学部進学シンポジウム開催：10月27日 髙橋雅英医学系研究科教授がパネリストとして参加 11.17（日） 朝日（朝刊）

3 中日文化センター新講座「トリケラトプスの歩き方－絶滅動物の姿勢復元を科学する」：藤原慎一博物館助教 11.18（月） 中日（夕刊）

4 未来を創る：難治がんの「原因」探し出す 高橋 隆医学系研究科教授 11.18（月） 朝日（朝刊）

5 列島パレット くろ③：もともとは「良い」猫 伊藤信博国際言語文化研究科助教が解説 11.18（月） 中日（夕刊）

6 福井教室100回記念特別イベント「福井教室＆プラネタリウム観覧」開催：11月9日 福井康雄理学研究科教授は
「研究生活の一部。今後も続けられる限りずっと続けていきたい」と語る

11.18（月）
11.26（火）

日経（夕刊）
毎日（夕刊）

7 研究現場発：ミクロのシステムで植物を理解 新田英之理学研究科特任講師 11.19（火） 中部経済新聞

8 現代日本誤百科（895）：たくさんの「言葉を覚えるがために」町田 健文学研究科教授 11.19（火） 中日（朝刊）

9 高校生 News：次は彗星 心待ち 増える天文ファン 福井康雄理学研究科教授は「天文学を学ぶ学生を日本全体で増
やすべきだ」と語る

11.19（火） 中日（朝刊）

10 脳とこころの研究センター長に祖父江 元医学系研究科教授を選出 11.19（火） 中日（朝刊）

11 第28回博物館企画展「『氷壁』を越えて－ナイロンザイル事件と石岡繁雄の生涯－」開催：５日～2014年１月30日 11.19（火）
11.20（水）
11.27（水）
12.11（水）

朝日（夕刊）
朝日（夕刊）
朝日（夕刊）
朝日（夕刊）

12 TheMRZE2013（マイクロロボットメイズコンテスト）開催：本学で行われた 11.20（水） 中日（朝刊）

13 ナショナルコンポジットセンター長に石川隆司工学研究科教授を選出 11.20（水） 中日（朝刊）

14 はたらくこと いきること 理工系女性の思い：定時退社でフル回転 株式会社 JAL エンジニアリング金森詩音氏本
学卒業生

11.20（水） 日刊工業

15 現代日本誤百科（896）：「効率的には悪い方法」ではない 町田 健文学研究科教授 11.20（水） 中日（朝刊）

16 山本理事は本学が４学期制の導入に向けて検討を始めたことについて「４学期制は留学や留学生の受け入れがしや
すくなる。教育的効果を優先し、判断したい」と語る

11.20（水）
11.20（水）

読売
毎日（夕刊）

17 叙位叙勲：従四位瑞宝小綬章 藤本光昭本学名誉教授 11.20（水） 中日（朝刊）

18 数理ウェーブ開催：23日 大沢健夫多元数理科学研究科教授と足立真訓同特任助教が講演 11.20（水） 中日（朝刊）

19 本学で LIIXIL の研究所に勤める山上 遊氏がケニアで普及に取り組む「無水トイレ」の未来について講演 11.20（水） 朝日（朝刊）

20 現代日本誤百科（897）：「社会常識が薄れる」町田 健文学研究科教授 11.21（木） 中日（朝刊）

21 読売新聞講座「日本の安全、アジアの安全」開催：20日 調査研究本部主任研究員が本学の修士課程１、２年生と短
期留学生ら約20人に英語で講義

11.21（木） 読売

22 ライナー・ホーネック×東海学生オーケストラ ジョイントコンサート開催：12月１日 濵口総長が出演 11.21（木）
11.25（月）
12. 2（月）

中日（朝刊）
中日（朝刊）
中日（朝刊）

23 日本最古の物語文学「竹取物語」映画から古典教育を楽しむ：教育学部附属中・高等学校加藤直志教諭 11.22（金） 読売

24 本学は日経 BP コンサルティングがまとめた「大学ブランド・イメージ調査（北陸・東海編）」で１位になり、スコ
アを前年より6ポイント伸ばした

11.22（金） 日経（朝刊）

25 豊田市名誉市民 トヨタ自動車株式会社最高顧問故豊田英二氏第八高等学校卒業生 献花式：25日 11.22（金）
11.26（火）

朝日（朝刊）
読売

26 経済学部学生向け講演会 ｢我が国の財政の現状｣ 開催：21日 名古屋国税局長冨永哲夫氏が講演 11.22（金）
11.27（水）

朝日（朝刊）
中日（朝刊）

27 ESD をリードする中部大学50周年：中部大学長山下興亜氏本学名誉教授 11.24（日） 読売
朝日（朝刊）

28 青木半治杯2013国際千葉駅伝：23日 女子最優秀選手 鈴木亜由子さん経済学部４年生 11.24（日） 中日（朝刊）

29 中日新聞を読んで：愛国者の名において 愛敬浩二法学研究科教授 11.24（日） 中日（朝刊）

30 朝日カルチャーセンター講座「チベット仏教入門～歴史と思想」：谷口富士夫本学非常勤講師 11.24（日） 朝日（朝刊）

31 朝日カルチャーセンター講座「月と地球、太陽系、そして宇宙へ～電波天文学の最前線から」：福井康雄理学研究科
教授

11.24（日）
12. 6（金）
12.13（金）

朝日（朝刊）
朝日（夕刊）
朝日（夕刊）

32 広告：PhD プロフェッショナル登龍門 フロンティア・アジアの地平に立つリーダーの養成 11.25（月） 中日（朝刊）

33 大井貴史トランスフォーマティブ生命分子研究所教授と大松亨介同特任講師、今川直道さん本学大学院生の研究グ
ループは連続不斉四級炭素をつくる超高難度な化学合成を実現

11.25（月） 中日（朝刊）

34 地球を読む：学術論文 電子化 野依良治本学特別教授 11.25（月） 読売
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35 トヨタ自動車株式会社最高顧問故豊田英二氏第八高等学校卒業生のお別れ会開催：25日 豊田章一郎全学同窓会会
長は「ものづくりや経営、人生の最も尊敬する師で、心の支えだった」と語る

11.25（月）
11.26（火）

中日（夕刊）
朝日（朝刊）
他２社

36 ドナルド・マクドナルド・ハウス なごやが完成し27日に開所式が行われる 11.26（火） 読売

37 東海がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 平成25年度市民公開講座「多職種チーム医療で臨む最先端がん
放射線療法」開催：12月7日 伊藤善之医学系研究科特任教授が講演

11.26（火） 中日（朝刊）

38 本学など先端的な研究に取り組む大学を中心に年俸制をすすめるなど文部科学省が国立大学の教育・研究機能の強
化に向けた「国立大学改革プラン」を発表

11.26（火） 朝日（夕刊）

39 広告：ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや開設記念シンポジウム開催：12月15日 小島勢二医学系研究科教授
が講演

11.26（火）
12. 2（月）
12. 4（水）
12.10（火）

朝日（朝刊）
朝日（朝刊）
朝日（夕刊）
朝日（朝刊）

40 現代日本誤百科（899）：「宛先はエンディングで」言う 町田 健文学研究科教授 11.27（水） 中日（朝刊）

41 生源寺眞一生命農学研究科教授は減反廃止について「農家の判断でコメを栽培できるようになる」と語る 11.27（水） 中日（朝刊）

42 第28回博物館企画展「『氷壁』を越えて－ナイロンザイル事件と石岡繁雄の生涯－」開催：５日～2014年１月30日 
若山五朗氏の同級生35人が企画展を見学

11.27（水） 中日（朝刊）

43 本学は ASEAN を中心とした7カ国に2014年度以降大学院博士課程を開設 11.27（水）
11.28（木）

日経（夕刊）
日経（朝刊）

44 ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや開所式：27日 濵口総長は「一番の宝は子ども。多数の市民から寄付を頂
いた」と語る

11.28（木） 朝日（朝刊）
他３社

45 愛知（ここ）に人あり：そよ風に託して⑧稲垣喜代志氏 鈴村鋼二氏本学卒業生との出会いについて 11.28（木） 朝日（朝刊）

46 異議あり 特定秘密保護法案：科学の精神にも逆行する 益川敏英本学特別教授が講演 11.28（木） 朝日（朝刊）

47 現代日本誤百科（900）：「大金を荒稼ぎ」町田 健文学研究科教授 11.28（木） 中日（朝刊）

48 探究人：炭素分子が世界を救う 伊丹健一郎トランスフォーマティブ生命分子研究所教授 11.28（木） 朝日（朝刊）

49 読売新聞講座「ASEAN（東南アジア諸国連合）の地域統合」開催：27日 読売新聞東京本社編集委員が本学の修士
課程1,2年生と短期留学生ら約30人に英語で講義

11.28（木） 読売

50 本学は論文剽窃を防ぐのを目的に世界最大の学術論文データベースを活用したチェックシステムを導入すると発表 11.28（木） 中日（朝刊）

51 愛知教育大学「創基140周年記念講演会」開催：12月４日 益川敏英本学特別教授が講演 11.28（木）
11.30（土）
12. 5（木）

朝日（朝刊）
毎日（朝刊）
朝日（朝刊）
他２社

52 益川敏英本学特別教授など分野を超えて学者が集まり「特定秘密保護法案に反対する学者の会」を結成 11.29（金） 中日（朝刊）
朝日（朝刊）

53 工学研究科航空宇宙工学専攻 航空宇宙教育プログラムキックオフ記念講演会開催：12月6日 中村佳朗工学研究科
教授は「座学中心の大学と、即戦力を求める企業側とのギャップを埋める教育の場にしたい」と語る

11.29（金）
12. 7（土）

中日（朝刊）
中日（朝刊）

54 のよりサロン：「ノーベル賞と科学立国」社会の共感が大事 野依良治本学特別教授が学生に熱弁をふるう 11.30（土） 中日（朝刊）

55 異議あり 特定秘密保護法案：強行採決 まかり通るなんて 丹羽宇一郎本学名誉博士 11.30（土） 朝日（朝刊）

56 名古屋大学交響楽団第105回定期演奏会開催：12月15日 11.30（土） 中日（朝刊）

57 論点：COP19 まず国内の低炭素化を 髙村ゆかり環境学研究科教授 11.30（土） 読売

58 この人：米中枢同時テロ跡地の「タワー４」を設計 槇 文彦本学名誉博士 12. 1（日） 中日（朝刊）

59 国際言語文化研究科日露国際歴史シンポジウム「医学と帝国 開港場・軍隊・慈善」開催：14日 12. 1（日） 中日（朝刊）

60 愛知学院大学モーニングセミナー「克災 歴史に学ぶ南海トラフ巨大地震対策」：10日 福和伸夫減災連携研究セン
ター教授が講演

12. 2（月） 中日（朝刊）

61 現代日本誤百科（901）：「お客さまが近づいていると」町田 健文学研究科教授 12. 2（月） 中日（朝刊）

62 エヌエフ基金第２回研究開発奨励賞：新田英之理学研究科特任講師、栗本宗明工学研究科助教、齊藤尚平物質科学
国際研究センター助教

12. 2（月） 日刊工業

63 第75回東海学生駅伝対校選手権大会： ３位 名古屋大Ａ 12. 2（月） 中日（朝刊）

64 備える3.11から第82回幕末の災害秘話：武村雅之減災連携研究センター寄附研究部門教授、都築充雄同寄附研究部
門准教授

12. 2（月） 中日（朝刊）

65 ひと・仕事：「福沢諭吉の教育論と女性論」を刊行した安川寿之輔本学名誉教諭 12. 3（火） 中日（朝刊）

66 現代日本誤百科（902）：「聖域なき関税撤廃」町田 健文学研究科教授 12. 3（火） 中日（朝刊）

67 国立競技場建て替え修正案 どう考える 槇 文彦本学名誉博士は「巨大すぎる」と声を上げた 12. 3（火） 朝日（朝刊）
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記事 月日 新聞等名

68 野依良治本学特別教授は独立行政法人の研究者の給与について「現在の公務員並み給与では、優秀な人材の確保は
難しい」と語る

12. 3（火） 読売

69 益川敏英本学特別教授など学者が集まり結成した「特定秘密保護法案に反対する学者の会」の賛同者が2006人に達
した

12. 4（水） 日経（朝刊）
中日（朝刊）

70 現代日本誤百科（903）：「白星スタートを切る」町田 健文学研究科教授 12. 4（水） 中日（朝刊）

71 第63回全国小・中学校作文コンクール：文部科学大臣賞 中学校の部 加藤敦也さん教育学部附属中学校３年生 12. 4（水）
12. 8（日）

読売
読売

72 鬼頭浩史医学系研究科准教授は遺伝子異常で身長が伸びにくい軟骨無形成症の治療に乗り物酔い止め薬の成分が効
く可能性があることを突き止めた

12. 5（木）

12.14（土）

朝日（朝刊）
日経（夕刊）
毎日（夕刊）

73 現代日本誤百科（904）：「戦慄の事件」町田 健文学研究科教授 12. 5（木） 中日（朝刊）

74 平成25年度中部エネルギー・温暖化対策推進会議セミナー開催：6日 パネルディスカッション パネリスト 
髙村ゆかり環境学研究科教授

12. 5（木） 中日（朝刊）

75 名大生 スポーツ界沸かす ユニバーシアード競技大会 陸上女子１万メートル １位 鈴木亜由子さん経済学部４年
生、今秋に無安打無得点 プロ注目 野球部 七原優介さん教育学部３年生

12. 5（木） 朝日（朝刊）

76 論点：法科大学院見直し 森嶌昭夫本学名誉教授 12. 5（木） 読売

77 大学の実力 現場を歩く 国際交流 本学の取り組み 12. 6（金） 読売

78 日本経済新聞社札幌支社開設50周年記念シンポジウム「北海道 農と食の未来」開催：11月１日 生源寺眞一生命農
学研究科教授が基調講演

12. 6（金） 日経（朝刊）

79 第13回「いのちかなでる」開催：８日 野依記念学術交流館で開かれる 12. 7（土） 読売

80 益川敏英本学特別教授など学者が集まり結成した「特定秘密保護法案に反対する学者の会」は同案成立後も反対を
続ける

12. 8（日） 中日（朝刊）

81 京都産業大学 益川塾 第6回シンポジウム「宇宙にときめく」開催：7日 益川敏英本学特別教授が参加 12. 8（日） 読売

82 本学の学生などの提案に基づいて改装された高蔵寺ニュータウンの老朽化したアパートの一室が公開された 12. 8（日） 読売

83 第63回全国小・中学校作文コンクール表彰式：7日 中学校の部の文部科学大臣賞を受賞した加藤敦也さん教育学
部附属中学校３年生は「たくさんの経験をして気持ちを作文にすることはとても大事だと感じています」と語る

12. 8（日） 読売

84 いまドキッ！大学生：資金難解消図る国公立大 本学のホームカミングデイと基金が取り上げられる 12.10（火） 中日（朝刊）

85 医学部附属病院は愛知県が国家戦略特区構想として国に提案した「あいち医療イノベーション推進特区」の中で外
国人医師と看護師による「国際診療部」を新設し国際医療拠点を目指すことを提示

12.10（火） 中日（朝刊）
他４社

86 現代日本誤百科（905）：「将来は真っ暗闇／深淵」町田 健文学研究科教授 12.10（火） 中日（朝刊）

87 環境学研究科のグループはヒマラヤなどのアジアの氷河の総面積がこれまで考えられていたより約３割小さい8.5
万平方キロだったと明らかにした

12.11（水） 中日（朝刊）
日経（夕刊）

88 現代日本誤百科（906）：「集客を増やす」町田 健文学研究科教授 12.11（水） 中日（朝刊）

89 中嶋哲彦教育発達科学研究科教授は教育行政制度見直しの答申案で最終責任を教育委員会から自治体の長に移すこ
とについて「首長の教育行政への影響力が強まって、教育が大きく揺れかねない」と語る

12.11（水） 朝日（朝刊）

90 「留学生ビデオ」発表会：11日 イーラ・シェーファーさん本学大学院生が益川敏英本学特別教授へインタビューし
た時の動画を紹介

12.12（木） 中日（朝刊）

91 現代日本誤百科（907）：「寿命をながらえさせる」町田 健文学研究科教授 12.12（木） 中日（朝刊）

92 秘密保護法に反対 科学の進歩も妨げる恐れ 益川敏英本学特別教授 12.12（木） 毎日（朝刊）

93 古橋忠晃総合保健体育科学センター助教はパリ・デカルト大学、京都大学、慶応大学などと共同で「日仏ひきこも
り共同研究チーム」を発足し来年より実態調査を開始

12.13（金） 中日（朝刊）

94 駐日カナダ大使講演会開催： 12日 マッケンジー・クラグストン駐日カナダ大使が講演 12.13（金） 中日（朝刊）

95 論点［日本の温暖化対策］：目標達成へ 具体策見えず 髙村ゆかり環境学研究科教授 12.13（金） 毎日（朝刊）

96 GCOE-BCES 国際シンポジウム「臨床環境学の構築―アジアの視点―」開催：16、17日 12.14（土） 中日（朝刊）

97 叙位叙勲：正四位 清水祥一本学名誉教授 12.14（土） 読売

98 黒田由彦環境学研究科教授が東日本大震災で被災し愛知県へ避難してきた広域避難者にアンケートを実施しその結
果をまとめた

12.15（日） 読売

99 日曜に想う：国家優先、「和」のパワー損なう 丹羽宇一郎本学名誉教授の「国民あっての国家」という言葉が取り
上げられる

12.15（日） 朝日（朝刊）

100 本学のサークル民族舞踊団音舞が15日に少年少女合唱団地球組のコンサート「幸せのカタチ」にゲスト出演 12.15（日） 中日（朝刊）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

9月25日（水）～1月31日（金）
場　　所：附属図書館医学部分館
　　　　　２階入口ホール
時　　間： 9：00～20：00（平日）、 

13：00～17：00（土曜日）
休 館 日：日・祝日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
附属図書館医学部分館　052-744-2505

附属図書館医学部分館第5回ミニ展示会 
「愛知医学校長 後藤新平 

－『大風呂敷』と呼ばれた男の名古屋時代－」
内　　容： 壮大な発想から「大風呂敷」と呼ばれた政治家後藤新平の足跡

を愛知医学校時代を中心にたどる。卒業証書などの新収史料、
貴重な文献、写真、絵葉書、生涯を描いた DVD を展示。

11月5日（火）～1月30日（木）
場　　所：博物館３階企画展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

第28回博物館企画展「『氷壁』を越えて 
－ナイロンザイル事件と石岡繁雄の生涯－」

［関連講演会］
1月17日（金）
場　　所：博物館３階講義室
時　　間：13：30～15：00
講演題目：「ながら山登りの楽しみ方－雲を読む、風を読む、光を読む－」
講 演 者：三矢保永（本学名誉教授）
対　　象：一般
参 加 費：無料

 1月 6日（月）～ 3月19日（水）
場　　所：博物館野外観察園
　　　　　セミナ－ハウス２階
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：土・日・祝日
入 場 料：無料

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館野外観察園セミナ－ハウスサテライト展示 
「ボタニカルア－トと写真による観察園の植物」

テ ー マ：「Ⅱ－冬と早春の植物」

1月21日（火）
場　　所： 環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：13：00～16：00
定　　員：60名
対　　象：テーマに関心を持つ教員、
　　　　　学生および一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
重要文化財馬場家住宅研究センター
副センター長　西澤泰彦　052-789-3748

平成25年度重要文化財馬場家住宅研究センター 
研究交流会「有形遺産の魅力」 
講演題目：「近代松本をめぐる鳥瞰図について：山岳都市とその風景」
講 演 者：堀田典裕（工学研究科助教）
講演題目：「近代絵葉書・地図からみた松本の魅力」
講 演 者：栁澤孝夫氏（書肆秋櫻舎主人）

［展示「学都松本 松本まるごと博物館 紹介」］
1月20日（月）～24日（金）
場　　所：ES 総合館１階エントランスホール
　　　　　（1/21は環境総合館１階レクチャーホール前に移設）
内　　容：松本市立博物館各館の紹介
対　　象：一般
入 場 料：無料

1月20日（月）
場　　所： 環境総合館１階レクチャーホール
時　　間：18：00～19：30
定　　員：100名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
減災連携研究センター　052-789-3468

第97回防災アカデミー
講演題目：「地域を知り、防災を考える」
講 演 者：牛山素行氏（静岡大学教授）
内　　容：地域防災関連
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

1月20日（月）
場　　所：全学教育棟北棟406号室
時　　間：16：30～18：00
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
国際言語文化研究科　教授　堀江　薫
horieling@gmail.com

国際言語文化研究科 
第19回応用言語学講座公開講演会
講演題目：「オノマトペの認知言語学：
　　　　　擬音語の意味拡張に対する非類像性制約」
講 演 者：秋田喜美氏（大阪大学講師）

1月23日（木）、1月30日（木）、2月12日（水）
場　　所：文系総合館7階オープンホール
時　　間：16：30～18：00
定　　員：30名
対　　象：本学および近隣の大学関係者 
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
高等教育研究センター
助教　東　望歩　052-789-5696

高等教育研究センター 
連続セミナー「古典教養教育の現状と課題」
講演題目：「古典教養教育として行う変体かな解読」（1/23）
講 演 者：岡田ひろみ氏（共立女子大学准教授）
内　　容：単位必修化の目的・現状・課題について
講演題目：「古典教養教育とアクティブ・ラーニング」（1/30）
講 演 者：塩田公子氏（岐阜女子大学教授）
内　　容：アクティブ・ラーニングを取り入れた授業の設計・運営について
講演題目：「古典教養教育のなかの漢文」（2/12）
講 演 者：中丸貴史氏（防衛大学校講師）

1月24日（金）
場　　所：大同大学滝春キャンパス
　　　　　Ａ棟本館14階交流室
時　　間：14：00～17：00
定　　員：120名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
エコトピア科学研究所　
寄附研究部門准教授　小島寛樹　
052-789-5874

エコトピア科学シンポジウム 
パワーテクノプロムナード（第7回）
テ ー マ：「『電気工学分野の人材育成』
　　　　　－日本の未来を担う技術者を育てる施策－」

1月28日（火）、29日（水）
場　　所： 環境総合館１階レクチャーホール
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
年代測定総合研究センター事務室
052-789-2579

第26回年代測定総合研究センターシンポジウム
講演題目：「古文書の真贋鑑定と料紙の年代測定」
講 演 者：増田　孝氏（愛知文教大学長）
講演題目： 「エジプト西方砂漠ハルガオアシス、アル・ザヤーン 

神殿遺跡の保存調査」
講 演 者：塚本敏夫氏（元興寺文化財研究所）
講演題目：「縄文時代早期末の環境と文化
　　　　　－佐賀市東名遺跡から見えてきた縄文文化の真相－」
講 演 者：西田　巌氏（佐賀市教育委員会）
講演題目：「南極の地質と U-Pb 年代」
講 演 者：外田智千氏（国立極地研究所准教授）

1月28日（火）
場　　所：情報基盤センター４階演習室
時　　間：13：00～14：30
定　　員：40名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
情報推進部情報推進課　052-789-4368

平成25年度第10回情報連携統括本部 
公開講演会・研究会
講演題目：「情報と文書について（仮題）」
講 演 者：戸田山和久（情報科学研究科教授）
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開催月日・場所・問い合わせ先等 内容

1月30日（木）
場　　所：野依記念学術交流館２階
　　　　　カンファレンスホール
時　　間：13：15～17：00
定　　員：150名
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

第28回国際経済政策研究センター・ 
キタン国際学術シンポジウム
テ ー マ：「アベノミクスで日本経済は復活するか」
講演題目：「Lessons from the US experience for Abenomics」
講 演 者： マーク・スピーゲル氏（サンフランシスコ連邦準備銀行 

環太平洋研究センターディレクター）
講演題目：「Abenomics and Northeast Asia Neighbors: 
　　　　　Wishing Well, but Little Concerned」
講 演 者：ホ・チャンゴク氏（忠南大学校教授）
講演題目：「アベノミクスと日本経済：異次元の政策は何をもたらしたか」
講 演 者：福田慎一氏（東京大学教授）

2月1日（土）
場　　所：豊田講堂
時　　間：13：30～18：00
対　　象：一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
研究協力部研究支援課
高等研究院事務室　052-788-6153

名古屋大学レクチャー2014　公開講演会 
「科学技術は何処へ行くのか 

－野依博士から次代を担う者たちへ－」
講演題目：「科学技術は何処へ行くのか」
講 演 者：野依良治（本学特別教授）
内　　容：講演、パネル討論会、ピアノ演奏会、他

2月4日（火）～15日（土）
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

［問い合わせ先］
博物館事務室　052-789-5767

博物館スポット展示「ボタニカルア－ト作品展」
［ボタニカルア－トの技法］

2月12日（水）
時　　間：14：00～15：30

2月8日（土）
場　　所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店
　　　　　7階ブックサロン（名古屋市中区）
時　　間：14：00～17：30
対　　象：中学生以上、一般
参 加 費：無料

［問い合わせ先］
産学官連携推進本部
あいちサイエンスフェスティバル事務局
特任助教　藤吉隆雄　052-747-6527

あいちサイエンスコミュニケーション・セミナー
講演題目：「サイエンスコミュニケーション活動とプロジェクト立案」
講 演 者：武田　穰（産学官連携推進室教授）
講演題目：「サイエンスライティングのコツ－イベント告知と報告のテキスト－」
講 演 者：落合洋文氏（名古屋文理大学教授）
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　昨年11月、豊田講堂の設計者で、2007（平成15）年度竣工
の全面改修工事の際にも設計を担当した槇　文彦氏が文化
功労者に選ばれました。文化功労者の制度は、1951（昭和
26）年に創設されました。国が文化の向上発達に関し特に
功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰するために設け
られたもので、文化勲章に次ぐ栄典です。
　これまで名大では、表1のように、19名もの文化功労者
を輩出してきました。今回は、その歴史を簡単にたどって
みたいと思います（以下、敬称・肩書きは略します）。
　名大の歴代文化功労者のうち、勝沼精藏、澁澤元治、
柴田雄次、久野　寧という初期の4人は、学外からの招へ
いと前身大学からの移行という違いはあれ、いずれも名大
創立当初からの教授であり、その頃には偉大な業績が一般
に認められていました。これに対し、その次の高橋信次と
平田義正は、名大に赴任した時期は古いものの、それから
選出までに時間を要しており、名大における研究業績に基

づく文化功労者の先駆けといえるでしょう。また平田は、
名大で中西香爾、岸　義人、下村　脩を指導し、若き日の
野依良治を名大に招くなど4人の文化功労者に関わってお
り、その名伯楽ぶりも注目されます。
　そして平成10年代に入ると、名大卒業生の文化功労者が
相次いで誕生しました。中西香爾、岸　義人、小林　誠、
益川敏英、塩野谷祐一、竹市雅俊、杉浦昌弘がそれです。
総合大学としての創設が1939年と比較的遅かった名大です
が、自由闊達な学風が実を結んだ結果といえるでしょう。
名大で研究生活の多くを過ごした野依良治や赤﨑　勇を含
めて、名大の文化功労者の半分以上は、最近15年ほどの間
に選ばれています。
　そして、文化功労者となった野依良治、小林　誠、
益川敏英、下村　脩の4人が、のちにノーベル賞を受賞し
たことは、皆さんもご存じの通りです。

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。

名古屋大学基金

２ １
３ ４

１　 名大の文化功労者一覧。
２　 勝沼精藏（1886－1963）。1919年に医学部の前身である愛知県立医学専門学校

教授となって以来、名大一筋で通した。名大史上初の文化功労者となると同時
に、文化勲章も受章した。第２代総長でもあり、10年にわたってその任にあった。

３　 平田義正（1915－2000）。名大名誉教授。1944年に名古屋帝国大学理学部講師
として赴任して以来、1979年に定年退職するまで名大にあった。フグ毒の解明
などに大きな業績を残した。

４　 中西香爾（1925－）。1947年に理学部を卒業、名大（前身学校を除く）卒業生初 
の文化功労者となった。2007年には文化勲章も受章。イチョウから抽出される

「キンゴライド」の研究が著名。現在、名大特別教授・高等研究院アカデミー会員。

所　属（在籍時） 氏　名 専　門 決定年月
医学部・総長 勝沼　精藏 血液学・航空医学 1954年11月

総長 澁澤　元治 電気工学 1955年11月
理学部 柴田　雄次 無機化学 1962年11月
医学部 久野　　寧 生理学 1963年11月
医学部 高橋　信次 放射線医学 1979年11月
理学部 平田　義正 天然物化学 1990年11月
理学部 森　　重文 数学 1990年11月

大学院理学研究科 野依　良治 有機化学 1998年11月
理学部 中西　香爾 有機化学 1999年11月
農学部 岸　　義人 天然物有機化学 2001年11月

大学院理学研究科 小林　　誠 素粒子物理学 2001年11月
理学部 益川　敏英 素粒子物理学 2001年11月

経済学部 塩野谷祐一 経済哲学 2002年11月
理学部 伊藤　　清 数学 2003年11月

大学院工学研究科 赤﨑　　勇 半導体電子工学 2004年11月
大学院理学研究科 竹市　雅俊 発生生物学 2004年11月

理学部 下村　　脩 海洋生物学 2008年11月
遺伝子実験施設 杉浦　昌弘 植物分子生物学・植物ゲノム科学 2009年11月

理学部 田中　靖郎 X線天文学・学術振興 2010年11月

141 名古屋大学が輩出した文化功労者の歴史
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