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名誉教授称号授与式

▲

　
記念撮影　　　　　　　
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名誉教授称号授与式が５月８日、豊田講堂第一会議室で

行われました。

名誉教授の称号は、多年本学に勤務し、教育上又は学術

上特に功績のあった教授に授与するもので、今回新たに１６

名（新制計７４１名）に授与されました。

称号授与式に引き続き、名誉教授懇談会が８０名あまりの

参加を得てシンポジオンホールで開催されました。懇談会

は、新名誉教授の紹介で始まり、昨秋・今春の叙勲褒章受

章者、部局長等の紹介に続いて、松尾総長のあいさつの後、

飯島元学長の発声で乾杯が行われ、終始和やかな雰囲気の

中で歓談が行われました。

新名誉教授（敬称略）

法学研究科　　　　　　　　　大久保泰甫

理学研究科　　　　　　　　　馬宮　孝好

　　　　　　　　　　　　　　森　　邦和

医学研究科　　　　　　　　　岩田　　久

　　　　　　　　　　　　　　竹内　康浩

　　　　　　　　　　　　　　堀田　　饒

　　　　　　　　　　　　　　若林　　隆

工学研究科　　　　　　　　　竹野　忠夫

工　学　部　　　　　　　　　多賀　直恒

生命農学研究科　　　　　　　梅村　武夫

　　　　　　　　　　　　　　杉山　達夫

　　　　　　　　　　　　　　山下　興亜

多元数理科学研究科　　　　　御橋　廣眞

太陽地球環境研究所　　　　　田中　義人

理工科学総合研究センター　　岩原　弘育

総合保健体育科学センター　　矢部京之助

以上１６名

名誉教授称号授与式・懇談会を開催

▲紹介される新名誉教授



３

▲名誉教授懇談会記念撮影

▲飯島元学長によるあいさつ
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留学生センター棟の竣工記念式典が、５月３０日にグリー

ンヒルクラブにおいて学内外の関係者約１３０名の参列を得

て、盛大に行われました。

記念式典では松尾総長のあいさつ、鑄物施設部長による

工事概要報告に続いて、坪井　裕　文部科学省高等教育局留

学生課長、堀越　哲美　名古屋工業大学副学長、森　正夫　

愛知県立大学長（元本学副総長）及び石田　眞　早稲田大学

法学部教授（元本学留学生センター長）から、留学生セン

ター棟の概算要求時のエピソードや、今後の留学生セン

ターに対する多くの期待と激励を込めた祝辞が述べられま

した。

当日はあいにくの雨でしたが、多くの参列者が見守るな

か、留学生センター棟内の入口においてテープカットが行

われ、同センターの新たな門出を祝いました。その後、セ

ンター教官の案内で真新しい教室、教官研究室等の施設見

学が行われ、ガラス張りの斬新なデザインでピーナッツ型

のユニークな机を使用した講義室や２階にあるウッドデッ

キ等を参列者は興味深げに見学していました。

留学生センター竣工記念式典が行われる

▲関係者によるテープカット ▲ユニークな形状のテーブルを使用した講義室

▲松尾総長によるあいさつ
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「発達心理精神科学教育研究センター」の
表札上掲式を実施

本年４月に設置された学内共同教育研究施設「発達心理

精神科学教育研究センター」の表札上掲式が、５月７日に

松尾総長、奥野・伊藤　両副総長、本城センター長、野角事

務局長及び学内関係者の出席のもと行われました。

同センターは、発達心理学、臨床心理学及び児童精神医

学が密接に連携し、子どものこころの問題に取り組むこと

を目的としたもので、母子関係援助、児童精神医学及び学

校カウンセリングの３研究分野からなる、全国的にもユ

ニークなセンターです。

同センターは、教育学部に従来から設置されていた「心

理発達相談室（旧名称は心理教育相談室）」を継承して、有

料で相談活動を実施するとともに、臨床心理士、スクール

カウンセラーを目指す大学院学生の臨床試験の場として、

重要な役割を果たすことになります。

そのために、大学院教育発達科学研究科と密接な連携を

とるに留まらず、医学部附属病院、学生相談総合センター

等と連携することによって、文理融合型の施設としてその

実を挙げることを目指しています。
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太陽地球環境研究所の第１０回一般公開・講演会が、５月

２６日に開催されました。この一般公開・講演会は、同研究

所の研究活動の内容を広く一般市民に理解してもらうこと

を目的として、毎年、豊川市及び豊川市教育委員会の後援

を得て実施されています。

公開当日は好天に恵まれ、約４００名が研究所を訪れました。

今回の一般公開では、最近太陽活動が活発化し、北海道で

のオーロラ観測が話題になったことなどを反映して、オー

ロラのコーナーに人気が集まりました。このコーナーでは

「オーロラシアター」と題して、大型の画面で参加者に美

しいオーロラの映像を紹介しました。また、実際の地球磁

気圏の模型を用いて、オーロラの原理などをわかりやすく

説明しました。

また、所内会議室において、塩川助教授による「オーロ

ラの科学」及び、荻野教授による「コンピュータで見るジ

オスペース」と題した二つの講演が行われました。「オーロ

ラの科学」では、講演の後、アラスカに行ってオーロラを

見たという参加者が実際のオーロラの感想を述べたり、最

近人気の「オーロラツアー」の選び方についての質問も出

され、和やかな雰囲気となりました。

太陽地球環境研究所が
第１０回一般公開・講演会を開催

▲コンピュータを使ってオーロラの勉強 ▲オーロラの説明に聞き入る参加者



７

農学国際教育協力研究センターが
２００１年度第１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は、５月２２日、生命農学

研究科大会議室で、インド・ケララ州森林科学研究所木材

科学部長のバート博士（Dr. K.M. Bhat）を講師に迎えて、

今年度第１回オープンセミナーを開催しました。バート博

士は、「木材科学分野における発展途上国の専門家育成用プ

ログラムの開発」を課題とする客員研究員として本学に滞

在中で、講演は「Utilization of Wood Resources of Tropical 

Plantations with Particular Reference to India：New 

Challenges」と題して、熱帯植林資源の利用の現状と将来

について、インドに重点をおきながら行われました。植林

地から生産される工業用木材（丸太）の２０１０年までの国際

的な趨勢や、農園・旧林地など「森林外」で生産される樹

木の割合が著しく増している熱帯林地域における最近の傾

向について触れた後、今日的な研究課題として、小規模・

小径木の樹木生産に適応した木材技術の開発と技術者訓練

方法の確立の重要性について強調しました。大学院学生や

学部学生、教職員及び学外からの参加も含めた２８名の参加

者を得て、インドの森林所有形態についてなど、熱心な質

疑が行われました。

▲松尾総長による講義

平成１３年度新任教官説明会が、５月１７日、工学部４号館

４階大会議室において実施されました。

この説明会は、新任教官を対象に国立大学の諸制度、大

学の概要、当面の諸課題等を説明し、大学の現状等につい

て理解を深めてもらうことを目的として、平成１１年度から

実施されているものであり、本年度は９０名が受講しました。

説明会においては、松尾総長から「大学の現状と課題」

と題して法人格取得問題、本学の組織改革、大学評価につ

いて等の講義が行われた後、伊藤副総長による「本学にお

ける教育体制」、荒木総務部長による「服務制度」及び太田

経理部長による「国の予算と会計制度」についての講義が

行われ、新任教官にとって大変有意義な研修の機会となり

ました。

新任教官説明会を開催
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法学研究科アジア法政情報交流センターは、４月２７日、

名古屋キワニスクラブ（清水靖夫会長）より社会公益賞を

授与されました。

キワニスクラブは、１９１５年に米国で設立された民間の社

会奉仕団体で、日本にも東京、名古屋など各地に１６のクラ

ブがあり、会員数は１，５００人を超えています。全国で２番目

に設立された名古屋キワニスクラブでは、毎年、社会公益

のために献身的な努力を続ける団体・個人の功績を称え、

広く世間に紹介することを趣旨として、「社会公益賞」を

贈っています。

同センターは、法学研究科が全国に先駆けて進めている、

アジア諸国を対象としたアジア法整備支援事業の拠点とし

て昨年４月に設立され、各国の法典整備への協力、留学生

受入れやセミナーの開催等による人材育成等さまざまな支

援活動を行っていますが、こうした活動が、アジア諸国と

の友好親善を進める我が国にとって誠に有益であると高く

評価され、今回受賞の運びとなりました。

社会公益賞の贈呈式は、同クラブ会員ら約６０名が臨席し、

多数のマスコミの取材も行われる中、市内のホテルにて行

われました。法学研究科からは、北住研究科長、佐々木ア

ジア法政情報交流センター長及び井口事務長が出席し、受

賞の栄に浴しました。同クラブの清水会長から、２１世紀初

頭を飾るに相応しい受賞者を選ぶことができたとのあいさ

つがあり、これに応えて、佐々木センター長が、法整備支

援になお一層取り組んでいく旨の決意を述べました。

アジア法政情報交流センターが
キワニス社会公益賞を受賞

▲受賞風景
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５月１４日、総長応接室において、シャング・ファ・ヤング博士（カ

リフォルニア大学名誉教授、アメリカ国立科学アカデミー会員）への

本学名誉博士号（第９号）の授与式が執り行われました。

ヤング博士の研究は一貫して、果実の成熟生理、収穫後生理

を生化学的に解明することに向けられ、その中でも、植物ホルモン

であるエチレンの生合成とその制御機構の解明において顕著な業

績を挙げました。特に、１９７９年にエチレン生合成で最も重要な中

間体と見なされるACC（l－アミノシクロプロパン－l－カルボン酸）を

発見し、そのエチレン生合成における中間体としての役割を証明

したことは、その後のエチレン生合成研究の飛躍的発展の引き金

となるものでした。さらに、エチレン生合成経路を究明する過程で、

エチレンが合成される際にメチニオンを再生するリサイクル系代謝

経路（ヤンサイクルと命名）についても解明し、現在ではエチレン生

合成の全容が明らかにされています。

また、同氏は、エチレン研究を生理学的、生化学的そして分子

生物学的に発展し、植物成長生理の多くの現象の理解に貢献し

ているのみならず、それらの結果は果実（特に、トマト、リンゴ、バナ

ナ）の成熟調節、切り花の鮮度保持などの農業上の多くの実用化

技術としても応用されており、基礎から応用までを究明する農学研

究の一つの典型として農学関係者に深い感銘を与えています。こ

れら一連の研究は国際的に、また産業界からも高く評価されており、

多くの賞を受賞しています。

同氏は、１９８８年から１９８９年にかけての一年間、農学部の客員

教授として教育・研究活動の活性化に貢献し、更に１９９４年からは

大学院生命農学研究科・農学部の外部評価委員として、管理

運営などの改革・改善に多大な貢献をされています。

ご夫妻で授与式に臨んだヤング博士は、松尾総長から名誉博

士号を授与され、“名古屋は第３の故郷として愛しています。その

故郷にある名古屋大学から名誉ある称号を授与していただき大

変嬉しく思います。”と流暢な日本語で謝辞を述べられました。

なお、同氏の略歴は次のとおりです。

略　歴
・１９３２年　台湾生まれ
・１９６２年　アメリカユタ州立大学博士課程植物生化学を修了、博士学位

を取得
・１９６６年～１９９４年　カリフォルニア大学デービス校の助教授、準教授、教

授を歴任
・１９９４年～現在　カリフォルニア大学デービス校名誉教授
・１９９５年～現在　台湾中央研究院植物学研究所研究員（この間１９９６年

～１９９９年、台湾中央研究院副院長）
・１９９９年～現在　台湾国立成功大学教授
・１９９４年～現在　香港科学技術大学教授・併任教授

授賞等（抜粋）
・アメリカ生物科学研究所キャンベル賞
・ウォルフ財団農業賞
・アメリカ園芸学会特別研究賞
・１９９０年～　アメリカ国立科学アカデミー会員

シャング・ファ・ヤング氏に名誉博士号を授与
エチレン（植物ホルモン）研究と応用
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６月５日、財団法人竹田科学振興財団の平成１３年度研究

奨励金が、総長応接室において内林政夫　同財団理事長から

松尾総長へ贈呈されました。

この奨励金は、ライフサイエンスに関する基礎的研究へ

の助成を目的とするもので、贈呈に際し、総長から奨励金

を有効に活用するとともに、今後とも研究教育環境の整備

充実に努めたい等と謝辞が述べられました。

引き続いて、採択された３名の研究者からそれぞれ研究

概要の説明があり、なごやかに懇談が行われました。

研究奨励金採択者及び研究題目は、次のとおりです。

松島俊也　生命農学研究科助教授（生物機構・機能科学専攻）

　研究題目　「鳥の大脳における意識の細胞表現」

廣田　俊　理学研究科助手（物質理学専攻）

　研究題目　「オリゴペプチドを用いた金属タンパク質の

分子認識－構造変化－機能の精密解析」

高畠貴志　アイソトープ総合センター助手

　研究題目　「個体発生とがん化における細胞シグナル伝

達機構の研究」

このたび、博物館に、南アフリカ産のプラチナの含有量

が世界最大級の岩石標本（４５㎝×８０㎝×４５㎝）が、本学運

営諮問会議委員の清水哲太氏（トヨタ自動車株式会社副社

長）から寄贈されました。これは、清水氏が松尾総長や、

本学の元理学部長でアフリカ岩石研究の第一人者である諏

訪兼位氏（現日本福祉大学学長）と知己という縁で博物館

への標本寄贈話が持ち上がり、実現したものです。

パイロキシナイトと呼ばれるこの岩石は、今から２０億年

前にできたブッシュフェルト層状貫入岩体の一部をなすも

ので、当時のマグマ活動や大陸地殻の形成史を知る上で貴

重な標本です。本学には過去９回のアフリカ調査によって

収集された約４７，０００点の岩石標本があり、日本最大のアフ

リカ岩石コレクションになっています。今回の標本は本コ

レクションにはないもので、プラチナ鉱山の地下１，０００ｍ地

点で採取された、入手が極めて困難なものです。この貴重

な岩石標本の寄贈に対して、５月７日、総長から清水氏に

感謝状が贈られました。

なお、この岩石標本は、新着標本として博物館展示室入

口の新着標本コーナーに展示されています。

�竹田科学振興財団
研究奨励金の贈呈が行われる

清水哲太氏に総長より
感謝状が贈られる

▲清水氏と岩石標本
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５月１６日、洪　銀興　南京大学副学長ら３名が本学を訪問

し、伊藤副総長、岸田経済学研究科長、足立博物館長及び

牧野教育発達科学研究科助教授と懇談しました。

同副学長は、日本福祉大学の招聘により、２００２年の南京

大学創立１００周年記念行事に関する打ち合わせ等のため来

日した機会に、学術交流協定の相手校として長い歴史があ

る本学を訪問されたものです。懇談では、学生交流はもと

より研究者交流・共同研究活動等学術交流のより一層の活

発化について意見交換が行われました。

このたび、本学ヨット部の活動拠点である艇庫兼合宿所

が、常滑市の鬼崎漁港から蒲郡市海陽町ヨットハーバーに

隣接する市有地に移転しました。これは、中部国際空港の

建設工事の影響で、練習等の活動環境が悪化したため、蒲

郡市の協力により実現したものです。

移転に伴い新築された艇庫兼合宿所は、１階がヨット８

艇を収納できる艇庫、２階がシャワー、炊事場、ベッド等

を備えた合宿所になっています。

この移転をきっかけに、ヨット部の活動がさらに活発に

なることが期待されています。

南京大学副学長が来訪 ヨット部
艇庫兼合宿所が完成！！

▲艇庫兼合宿所



１２

本学では例年、高校生や保護者等の大学見学を受け入れ

ており、今年度も見学希望に対し総務部企画広報室を中心

に積極的に対応しています。見学者数は下記のとおりで、

現在までに１０件、総勢９００名を超える生徒や保護者らが訪れ

ています。また、今後の予定もすでに６件、約４００名が入っ

ており、最終的には２，０００名近くの見学者があるものと予想

されます。

見学会では主に、本学紹介ビデオの上映を交えた概要紹

介、広報プラザ・博物館・図書館等の見学、キャンパスの

自由散策等を実施しており、また、特に希望される場合は、

学部等の見学・説明会も行っています。見学を終えた学校

からのアンケートには、生徒達が興味と関心を抱き、また

驚きと刺激を受けた等の感想もいただいています。

普段のキャンパスの雰囲気を感じてもらうことで、本学

でのキャンパスライフに夢と希望を持たせ、入学を目指す

きっかけとなることを目的として見学者を受け入れていま

すが、今後もさらに充実したサービスを提供するため、ご

支援とご協力をお願いします。

大学見学実施（予定）状況

見学内容人数学　校　名訪問日

ビデオ視聴、施設見学１２０名浜松学芸高等学校（１年生）４月２６日

ビデオ視聴、施設見学、
構内散策

３２５名岐阜北高等学校（２年生）４月２７日

〃１１０名
山梨学院大学附属高等学校
（２年生）　

５月８日

農学部対応１名茗溪学園高等学校（３年生）５月１０日

来訪校卒業生の案内で
構内見学

４５名浜松湖南高等学校（３年生）５月１１日

ビデオ視聴、施設見学１３０名
中京高等学校（岐阜）
（２・３年生）

５月１５日

ビデオ視聴、施設見学、
構内散策

７０名美濃加茂高等学校（３年生）５月１６日

施設見学４０名岐阜東高等学校（保護者）６月６日

ビデオ視聴、施設見学３名安城南高等学校６月１２日

ビデオ視聴、施設見学
工学部（３年生）

１５０名
静岡西高等学校
（１～３年生）

６月２２日

自由散策１００名長浜北高等学校（１年生）６月２６日

ビデオ視聴、施設見学
工学部

２０名豊田高等学校（保護者）６月２９日

ビデオ視聴、施設見学８０名東海南高等学校（保護者）８月２日

ビデオ視聴、施設見学８０名木曽高等学校８月２３日

ビデオ視聴、施設見学
工学部

４０名飯田高等学校１０月１２日

施設見学８０名豊田西高等学校（保護者）１０月１５日

大学見学実施状況（予定）について

▲広報プラザでビデオを視聴する保護者

▲大学の概要説明に聴き入る高校生
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新聞等名月　日記　　　　　事

朝日（朝刊）５．２（水）
大学病院日誌：ホームページで治療
成績も公開
医学部・大島伸一教授

１

中日（朝刊）５．３（木）
中日文化賞第５４回受賞者決まる　
理学研究科・福井康雄教授が受賞

２

読売５．８（火）
アフリカの子供救え医学部・上田
実教授など合同チーム、皮膚の難
病治療に現地へ

３

朝日（朝刊）５．８（火）
卵白にコレストロール上昇を抑圧
する動き
農学部・小田裕昭助教授らが発表

４

中日（朝刊）
他２社

５．８（火）
先生を助けて！米で心臓移植予定
の工学部・島田俊夫教授の教え子
らが募金協力呼び掛け

５

中日（朝刊）５．８（火）
研究室発：力学の観点から生体機
能を解明
工学部・山本創太助手

６

毎日（朝刊）５．１０（木）
医学部グループが口の粘膜細胞で
の再生治療を開発
角膜移植が不要に

７

朝日（夕刊）
中日（夕刊）

５．１０（木）
「つくる会」教科書に名大生は
安川寿之輔名誉教授が新入生に
アンケート

８

日経（夕刊）５．１０（木）
医学部研究グループ、実験成功
角膜再生に自分の粘膜細胞

９

読売５．１１（金）
医学部が口内細胞で角膜再生、移
植待機者に朗報

１０

毎日（夕刊）５．１１（金）
安川寿之輔名誉教授が実施の「つ
くる会」歴史教科書アンケート、４
割が肯定

１１

読売５．１４（月）
院内感染防止、国立大病院が統一
指針
医学部・武澤純教授が議長務める

１２

日経（朝刊）５．１４（月）

イネに外来の遺伝子導入、アレル
ゲン量に変化
生命農学研究科・松田幹教授らが
実験

１３

中日（朝刊）５．１４（月）
ヨット部の艇庫兼合宿所が蒲郡に
完成

１４

日経（朝刊）
中日（朝刊）

５．１５（火）
先端技術共同研究センター主催で
起業家講座「アントレプレナー養
成講座」開講

１５

INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１３年５月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（朝刊）５．１５（火）
２６日に太陽地球環境研究所の一般
公開

１６

中日（朝刊）５．１５（火）

１９日に本学で JSA愛知支部大会記
念講演
人間情報学研究科・廣木詔三教授
が講演

１７

日刊工業５．１６（水）
先端技術共同センター、後期から
アントレプレナー講座開講

１８

読売５．１８（金）
読売・大学中部地区懇話会は発足
本学など中部地区の１６大学が賛同、
２１世紀の大学探る

１９

中日（朝刊）５．１９（土）
心臓病の島田教授を救おう！同僚
らが慈善演奏会

２０

毎日（夕刊）５．１９（土）
難病治療へ最新技術携え医学部・
上田実教授ら医療チーム、ガーナへ

２１

読売５．２０（日）
東海で初、名古屋共立病院にロボッ
ト手術を導入
センター長岩田久・名誉教授に聞く

２２

読売５．２１（月）
教育新世紀：学・生・諸・君
名古屋大学総長・松尾稔氏

２３

中日（朝刊）５．２１（月）島田教授を助けて、学生らが街頭募金２４

読売５．２１（月）
今年度後期から先端技術共同セン
ターで中部地区国公立大学初の
「起業家養成講座」開講

２５

中日（朝刊）５．２２（火）
声論：大学はやりたいことを見つ
ける時期

２６

読売５．２３（水）
“開かれた大学”へ広報プラザ活動
情報公開コーナーも新設

２７

朝日（夕刊）５．２３（水）
近況心境：演奏会も楽しめる新館
構想
博物館長・足立守教授

２８

朝日（夕刊）５．２３（水）
６月２日に文学部主催でインド美術
仏教美術研究会
宮治昭教授が講演

２９

中日（夕刊）５．２４（木）
アフリカ社会に学ぶ：生活の知恵　
和崎春日教授

３０

中日（朝刊）５．２５（金）
医学の現場から：眼白子症
粟屋忍名誉教授

３１

中日（朝刊）５．２６（土）
１３年度環境保全功労者に法学部・
伊藤高義教授選ばれる

３２
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新聞等名月　日記　　　　　事

中日（朝刊）５．２９（火）

あいち県民教育研究所設立１０周年
記念シンポジウムで教育学部・中
嶋哲彦助教授が教育改革について
報告

３３

朝日（朝刊）５．３０（水）
大学病院日誌：痛み分かる体験、
医大生にも必要
医学部・大島伸一教授

３４

日刊工業５．３０（水）
来月８、９日に工学研究科でテクノ
フェア開催　７０の研究室を公開

３５

中日（夕刊）５．３１（木）

３１日午前、第５４回中日文化賞贈呈
式が行われる
理学研究科・福井康雄教授が受賞
者として出席

３６

中日（夕刊）５．３１（木）

来月、理学研究科・山下廣順教授
らの研究グループがNASAと共同
で硬エックス線望遠鏡による観測
をスタート

３７

朝日（夕刊）５．３１（木）
名大周辺を「東山バレー」に
起業家育成へ今秋から講座開講

３８





　本誌に関するご意見・お問い合わせは、下記までお寄せください。

　また、企画広報室では本誌に掲載する記事等を募集しています。詳細につきま

しては、下記までお問い合わせください。

問い合せ先：総務部　企画広報室　企画広報掛

　　　　　　電話：０５２（７８９）２０１６

　　　　　　E-mail：kouho@post.jimu.nagoya-u.ac.jp


