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名古屋大学説明会
－　関東、近畿、九州、東海（本学）の４地区で開催　－

本学では、大学入試改善策の一環として、全国各地で大

学説明会を開催しており、本年度は、〔関東（横浜市）、近

畿（大阪市）、九州（宮崎市）、東海（本学）〕の４地区で開

催し、参加者は４地区で統計３，５８３名（昨年度３，８９５名）に

達しました。

全国各地での説明会は、副総長、各学部教授、学務部職

員らにより、周到な準備のもと実施され、受験生、進路指

導教諭等の参加者に対し、副総長による本学の教育・研究

の概要紹介、大学紹介ビデオの放映、入学者選抜方法の説

明、教授による講演等を盛り込み実施しました。参加者か

らは、入学者選抜方法についての質問や学生生活・就職及

び大学院に関することなど、活発な質疑応答が行われ、こ

とに今年度から教授による講演の実施方法を変更し、大学

における授業の一端を紹介する内容で行われたため、参加

者には大変好評で各会場とも熱心に受講していました。

さらに、この機会を利用して副総長が各地区の複数高等

学校を訪問し、校長、進路指導教諭等に本学の研究概要等

を紹介の上、本学への志願を生徒に促してもらいたい旨要

請しました。

また、８月２日、３日に行われた学内での説明会では、

午前中、豊田講堂において、松尾総長のあいさつ、伊藤副

総長からの全体説明、ビデオによる大学紹介があり、午後

は、志望する各学部に分かれての説明会（懇談会、施設見

学等）が、学部長はじめ教官・事務官・学生が一体となっ

て学部・学科紹介等に関し趣向をこらした内容で行われま

した。参加した高校生は各会場で教官や在学生と直接懇談

し、自分の進路等について詳しく説明を聞き、熱心に質問

やメモを取ったりするなど熱気にあふれ、終日キャンパス

は高校生の姿で賑わいました。

▲工学部の研究室を見学
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中高生に受験勉強の枠にとらわれない楽しくユニークな

数学の問題に挑戦してもらうため、高校生を対象にした第

１２回日本数学コンクール及び中学生を対象とした第５回日

本ジュニア数学コンクールが、８月１８日に情報文化学部

（ジュニア数学コンクールは一部、三重県の津東高校及び

四日市高校の２会場）を会場として開催されました。今年

は、本学と三重県のほか、新たに大阪市にも会場を設置し

て参加者の便宜を図り、東は埼玉県から高校生５名が、西

は香川県から小学生と中学生の兄弟が参加するなど、約４００

名の参加者がありました。

当日は、中・高校生だけではなく、小学５・６年生も多

数参加して、共通問題１問、中学生・高校生それぞれの２

問、計３問に熱心に取り組みました。

なお、コンクール入賞者の表彰式及び問題の解答・講評

は、例年どおり１１月３日にシンポジオンホールで開催され

ます。

日本数学コンクール開催される
－　楽しいユニークな数学に挑戦　－
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工学部は８月２日、同学部新１号館において、工学部テ

クノサイエンスセミナーを愛知県高等学校文化連盟自然科

学専門部、化学工学会東海支部、日本化学会東海支部等と

の共催で開催しました。これは、同学部が東海地方の高校

生を対象に、大学で行っている最先端の研究にじかに触れ

てもらい、また研究者との交流をしてもらうことを目的に

平成８年度から開催しているもので、本年度は「夢・化学

－２１　新世紀の化学を体験しよう」をテーマに化学・生物工

学科が担当しました。

当日は、愛知県、岐阜県、三重県から６６名が参加し、開

催実行委員長の山本　情報メディア教育センター長及び新

谷富生　愛知県立一宮西高等学校校長（愛知県高等学校文

化連盟自然科学専門部副会長）からのあいさつに続き、予

め示された１５の実験テーマから選択した２つのテーマに

沿ってそれぞれの実験に取り組み、実験を終えた受講者全

員に修了証書が手渡されました。

工学部テクノサイエンスセミナーを開催
－　夢・化学－２１　新世紀の化学を体験しよう　－
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第２回テクノフロンティアセミナー開催
－　触れてみよう、電子と情報の最先端に　－

工学部では、昨年に引き続き、テクノフロンティアセミ

ナーを８月６日から８日までの３日間、主に愛知県内の２０

の高等学校から高校生２９名の参加を得て、電気電子・情報

学科の実験室やベンチャービジネス・ラボラトリーの施設

等を会場に開催しました。

同セミナーは、高校生に電子・情報分野の最先端の研究

を実験を通じて知ってもらうとともに、工学の面白さを体

験してもらうことを目的として実施されているもので、参

加者全員がユースホステルに宿泊し、新しい仲間との交流

を図っていることも特徴のひとつとなっています。

セミナーの初日には、谷本　工学研究科教授（実行委員長）

からのあいさつと実験担当者及び参加者からの自己紹介、

今後のスケジュールについての説明が行われ、実験テーマ

別に参加者を６つのグループに分けました。２日目は、谷

本教授による「未来のテレビ」と題した講演会と最先端の

研究室の見学が行われ、その後、実験テーマ毎に実験担当

者によるアドバイスの下で実験が行われました。最終日に

は、前日の実験結果を各グループで取りまとめた成果が発

表された後、参加者全員に修了証書が授与されました。

今回の実験テーマは次のとおりです。

①　有機エレクトロニクス

　　～光るプレート（有機発光デバイス）を作ろう～

②　極低温と超電導の世界を操る

　　～超電導線への大電流通電～

③　音を光に変える

　　～光ファイバによる音声多重伝送～

④　レーザって何？　～レーザの中身と使い道～

⑤　ロボットのしくみを理解する　～書道ロボット～

⑥　ディジタル回路を作ってみよう

　　～CADによるディジタル回路の設計～
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８月２２日から２４日までの３日、工学研究科原子核工学専

攻、関連専攻及び環境量子リサイクル並びに日本原子力学

会等の共催により、International Symposium on Isotope 

Effects in Physics, Chemistry and Engineering（物理、化

学および工学における同位体効果に関する国際シンポジウ

ム、運営委員会委員長：森田　工学研究科教授）が愛知厚生

年金会館で開催されました。

これは、同じ元素でありながら質量数の異なる同位体が

物質の物理や化学に及ぼす影響を、微視的な観点から詳細

に研究することによって科学の新しい展開を標榜するとと

もに、量子コンピューティングに繋がる新しい半導体素子

の開発や同位体のマクロ量の分離といった工学的応用も含

む「同位体効果」に関する総合的な国際シンポジウムで、

世界で初めて開催されたものです。

開催に当たり、後藤　工学研究科長による開会の辞、内藤

奎爾　諮問委員会委員長（名誉教授）及び山本　工学研究科

教授（原子力学会中部支部長）のあいさつの後、松井　工学

研究科教授の基調講演が行われ、シンポジウムが開始され

ました。本シンポジウムは、海外から研究者６名の出席を

得て、同位体効果に関する最新の研究成果１６件の発表が行

われ、さらに招待講演及び３７件の一般講演が行われ、異な

る分野の研究者の交流を通じて、本シンポジウムの趣旨が

十分に達成されました。

物理、化学および工学における
同位体効果に関するシンポジウムを開催

▲森田委員長によるあいさつ ▲熱心に議論する参加者
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医学部で人体解剖
トレーニングセミナーを開催

医学部では、７月３０日から８月４日までの期間、若い解

剖学教育者を対象とした「第２１回人体解剖トレーニングセ

ミナー」を開催しました。

このセミナーは、人体解剖の再学習を通じて、解剖技術

の向上を目的とし、解剖学教室が中心となり昭和５６年から

毎年開催されているもので、２１回目となった今回は、全国

から解剖学への熱い思いを抱いた２７名が受講しました。

セミナーでは、開催実行委員長の杉浦　医学研究科教授を

始め解剖学教育の講義及び実習に携わっているスタッフ及

びチューターの指導のもと、受講生は熱心に講義及び実習

に取り組み、人体解剖のスキルアップにつながる有意義な

セミナーとなりました。

なお、セミナーの最終日には、勝又医学研究科長から受

講生全員に修了証が手渡されました。

▲解剖実習

「親子で楽しむスポーツ教室」
を開催

５月から７月までの第２・４土曜日に、「親子で楽しむス

ポーツ教室」が、大幸キャンパスを会場として、総合保健

体育科学センター主催のもと、サッカー Jリーグの名古屋

グランパスエイトの協力を得て実施されました。

教室では、年少から小学４年生までの子どもとその保護

者を対象として、サッカーを中心にボール運動やレクリ

エーションなどのプログラムが行われ、親子合わせて約３０

名の参加者が一緒になって走り、飛び、楽しみました。参

加者からは、「普段とは違う父親と子どもの関係が見えた」

等の感想が寄せられました。

今後も様々なスポーツ教室を継続して開催し、スポーツ

を通じて大学が地域に貢献していくことが期待されます。
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博物館第２回特別展「名古屋大学の医のこころ－医学部

所蔵の教育資料・標本展」に関連した特別講演会が、８月

１日に博物館で開催されました。この講演会は、８月２日、

３日の名古屋大学説明会にあわせて行われたもので、今回

は勝又　医学研究科長による講演「歴史資料のDNA分析」

が行われ、教職員、学生に市民も交えた７０名あまりの参加

者がありました。

講演は、新聞記事による歴史資料のDNA分析例の紹介

から始まり、DNAについての基礎的な知識の解説、DNA分

析法の時代的な変遷や特徴、DNA分析の実例などが紹介さ

れました。講演後の質疑応答では、「何世代までの血縁鑑定

が可能か」、「DNA分析で人種の区別はできるのか」といっ

た質問にも分かりやすい説明があり、参加者は有意義な時

間を過ごしました。

また、講演の前には、第２回博物館コンサート（NUMCo）

が行われました。愛知県瀬戸市生まれで現在はオーストリ

アのリンツ在住のチェロ奏者　安藤朝恵さんにより、バッ

ハの　「６つの無伴奏チェロ組曲」から第１番ト長調が博物

館展示室で演奏され、７０名を超える聴衆が、縄文土器やオー

ストラリアの岩石などの標本の中でコンサートを楽しみま

した。

博物館が特別講演会
「歴史資料のDNA分析」を開催

▲勝又研究科長による講演 ▲博物館コンサート
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第２回博物館「ネイチャーウォッチング」を実施

博物館は、７月２３日に、夏休みの中学生を対象にした第

２回「ネイチャーウォッチング」を実施しました。これは、普

段図鑑などでしか見ることのない海辺の生物を実際に現地

へ行って、自分の目で見て、触って、その生態を観察しよ

うというもので、新聞記事などを通じて応募のあった中学

生１３名と博物館スタッフ５名が、知多半島野間海岸へバス

で出かけました。

参加者は、現地へ向かう途中、車窓から見える知多半島

の地形や野間海岸の地質、またそこで見られる主な生物の

種類や名前、その特徴などについての説明を受けた後、正

午から干潮の午後２時頃まで約２時間、岩場に降り、潮間

帯（潮が満ちてくると海水に覆われ、引くと地面になる、

海と陸の中間地点）でじっくりと観察を行いました。

「潮が引いたとき、乾燥や暑さにどのように耐えるの

か？」という西川　博物館教授の話に耳を傾け、それぞれの

生物の工夫に感心したり、普段見過ごしているような岩の

隙間にぎっしりと群がっているカメノテやヒザラガイに驚

いたり、自分で見つけた生物を触ったり、配布された資料

で名前を調べたり、疑問に思うことなどを熱心に質問した

りしました。

参加者からは、「図鑑などではわからない、岩場の生物の

感触がよくわかった」、「それぞれの生物がそれぞれの環境

に合うように工夫しているのがよくわかった」、「来年もま

た参加したい」等の感想が述べられました。なお、大学へ

帰着後、足立館長から参加者一人一人に「ネイチャーウォッ

チング」修了証が手渡されました。
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法学研究科は、学術交流協定校であるカンボジアの王立

プノンペン大学法経学部から学生１３名及び教官２名を招聘

し、７月２３日から１３日間にわたってアジア法政情報交流セ

ンターを会場に、「国際大学交流セミナー」を開催しました。

このセミナーは、本学法学部生とカンボジアの学生が両

国の法制度・政治制度を学びつつ、それを基礎に学生同士

が議論し交流を深めることを目指して実施されたもので、

�日本国際教育協会の助成を受けて実現しました。

プログラムの前半は、法律・政治学や、同学部が取り組

んでいるアジア法整備支援の専門家を学内外から講師とし

て招いて講義を行うとともに、刑務所、裁判所、名古屋弁

護士会及びトヨタ自動車株式会社を見学し、また、京都へ

の旅行を行うなど多面的な学習機会を提供しました。

後半は、同交流セミナーの特色でもある法学部生による

自主的な学生交流企画を柱に据え、留学生支援サークルの

SOLV及びカンボジアからの留学生が中心となって、パネ

ルディスカッションやグループ討論会を企画しました。カ

ンボジアの学生の旺盛な知識欲が日本の学生に向かってぶ

つけられることも多く、双方の学生にとって学ぶべきこと

の多い意見交換の場となりました。日常生活では、１０日間

にわたるホームステイを体験したカンボジアの学生たちは、

食文化の違いに当惑する場面等に出くわしながらもホスト

ファミリーとの家族同様の生活を送ることができました。

法学研究科が「国際大学交流セミナー」を開催
－　カンボジア学生を招き法学部生と司法・政治制度をめぐり活発に議論　－

▲カンボジア・王立プノンペン大学法経学部からの記念品贈呈風景 ▲裁判所を実地見聞後の記念撮影
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電子ジャーナル・ユーザー教育担当者研修会（西地区）

が、８月２日、３日に情報メディア教育センターを会場に

開催されました。この研修会は、教育研究に不可欠となっ

ている電子ジャーナルに対する理解の向上及び利用者教育

プログラムの改善に資するために国立大学図書館等のユー

ザー教育担当者を対象として、国立大学図書館協議会が初

めて開催したもので、西地区の国立大学付属図書館等５２機

関から５２名の図書館職員が参加しました。

初日は、吉田　附属図書館事務部長のあいさつの後、小

花　附属図書館情報システム課長による講演「教育プログラ

ムテンプレートについて」に続いて、出版関係者から電子

ジャーナルの概要紹介及び利用法の説明があり、質疑応答

が行われました。

２日目は、伊藤　本学附属図書館長による「電子ジャーナ

ルの現状と図書館員の役割」と題した基調講演と出版関係

者による電子ジャーナルの概要紹介及び利用法の説明があ

り、質疑応答の後、全体討議が行われました。

参加者からは、講演内容及び資料共に充実した、密度の

濃い研修会であった等の高い評価を得られました。

国立大学図書館協議会「電子ジャーナル教育・
ユーザー教育担当者研修会（西地区）」を開催
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七国立大学総務部長会議が、８月３０日に本学を当番に文

部科学省　樋口大臣官房人事課長の出席を得て開催されま

した。

会議では、小池事務局長のあいさつに続いて、樋口大臣

官房人事課長から、国立大学に対しては国民から厳しい目

が向けられており、その期待に応えるため、智慧を出し汗

を流して、また創意工夫を凝らして国立大学を活性化する

とともに、職員の自己啓発に積極的に取り組み、総務部課

長自らリーダーシップを発揮願いたいとのあいさつがあり

ました。

会議では、「法人格取得後に向けた取り組み状況」及び

「男女共同参画を推進するための取り組み状況について」

の協議事項、「情報公開制度による行政文書の開示請求等に

ついて」の承合事項について、活発に意見交換及び情報交

換が行われました。

七国立大学総務部長会議を開催

▲樋口人事課長によるあいさつ ▲熱心に討議する七国立大学総務部課長
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８月１日、シンポジオンホールにおいて、国家公務員Ⅱ

種採用試験第一次合格者に対する本学の職務内容等につい

ての説明会が開催されました。この説明会は、文部科学行

政を含め、大学の使命、業務内容等をより深く理解しても

らうために例年行われているものです。

説明会は、白石人事課長のあいさつ、本学の教育・研究

活動、管理運営等の概要紹介の後、採用後従事することと

なる具体的な職務内容等について詳細に説明が行われ、猛

暑の中、１６３名の参加者はそれぞれ真剣に説明に聞き入って

いました。

また、本学の業務内容等をより詳しく照会するための官

庁訪問についても、一次合格発表の翌日である７月２８日か

ら８月１７日までの期間受け付け、延べ３７７名が訪れました。

官庁訪問では、本学人事担当者から個別により具体的な説

明を行うとともに訪問者からの質問に答える方式で行われ、

熱心にメモをとる姿が見受けられました。

総務部企画広報室では、昨年度、本学の教育紹介ビデオ

「２１世紀の大学教育（日本語版）」と研究紹介ビデオ「時代

を拓く知の拠点　名古屋大学（日本語版・英語版）」を制作

し、全国の高等学校、国立大学・研究機関等へ配布しまし

た。

このたび、本学の最先端の研究内容等を海外に紹介する

ことにより、一層の学術交流の促進を図るため、英語版

「時代を拓く知の拠点　名古屋大学」を、全学術交流協定

締結大学・研究所等約３００機関（６３カ国）に配布しました。

今後は、本学を来訪する外国人研究者や留学生にもこの

ビデオを進呈することにより、さらに本学を広く世界に紹

介していきます。

国家公務員Ⅱ種試験
第一次合格者への職務内容等

説明会を開催

　各部局等で外国人来訪者等に本ビデオの進呈を希望

される場合は、総務部企画広報室へ御照会願います。

英語版ビデオ
「時代を拓く知の拠点　名古屋大学」

を広く世界へ発信！
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INFORMATION

人　事　院　勧　告　出　さ　れ　る

人事院は、８月８日、国会及び内閣に対して、国家公務員給与改定の勧告、公務員人事管理の改革に関する報告を行いま

した。

主な内容は、次のとおりです。

給　与　勧　告　の　骨　子

○本年の給与勧告のポイント

①期末・勤勉手当（ボーナス）の引下げ（△０．０５月分）

②俸給表の改定を行わず、官民給与の較差に見合った年額相当額を暫定的な一時金（３，７５６円）として支給

　～　平均年間給与、３年連続の減少（△１．６万円（△０．２％））

引き続き厳しい諸情勢の下にある民間企業の給与抑制措置・雇用調整等の実施状況について幅広く調査・把握すると

ともに、有職者、企業経営者等の意見を広く聴取し、公務員の給与改定について検討

１　給与勧告の基本的考え方
〈給与勧告の意義〉　労働基本権制約の代償措置、労使関係の安定等能率的公務運営の基盤

〈民間準拠方式〉　市場原理による決定が困難、社会一般の情勢に適応した処遇の確保

　　　　　　　　　　雇用情勢も反映している民間給与に均衡させるのが最も合理的

２　官民給与の比較
約７，５００民間事業所の約４４万人の個人別給与を実地調査（完了率９４％）

〈月 例 給〉　官民の４月分給与を調査（ベア中止、賃金カット等を実施した企業の状況も反映）

　　　　　　　単純な平均値ではなく、職種、役職段階、年齢など給与決定要素の同じ者同士を比較

〈ボーナス〉　過去１年間の民間の支給実績（支給月数）と公務の年間支給月数を比較

○官民較差（月例急）　３１３円　０．０８％〔行政職（一）・（二）現行給与３７９，８３６円　平均年齢４０．７歳〕

３　改定の考え方
・官民給与の精確な比較による適性な公務員給与水準の維持の要請（昨年の国会附帯決議）

・民間の改定状況

　～約半数（５２．３％）の事業所で、雇用調整等を行いつつ、低率であってもベア実施

・四現職職員（約３１万人）はベア完全実施が決定（０．０７％、２１０円）

・行政組織の整理・合理化、定員削減（１０年間で２５％削減）等公務における業務効率化の努力

・連年のボーナスの引下げ

などを考慮すると、月例給について算出された較差についてはこれを埋める形で均衡を図るよう所要の改定が必要
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〈俸給表、既存の手当の改定は行わず、暫定的な一時金により措置〉
・官民給与の較差が昨年よりもさらに小さく、配分にめりはりをつけた俸給表の改定は困難

・諸手当についても、民間の支給状況と均衡しており改定は不要

・官民較差を埋めるために、来年以降生じる官民給与較差と合わせて俸給表や手当の改定等の措置をとることを前提

に、その年額相当額を暫定的な一時金として支給

　　暫定的な一時金　年額３，７５６円（月額３１３円相当）

〈ボーナスは民間に支給月数に見合うような引下げ〉　（民間給与実態調査結果：４．６９月）

４　改定の内容
�　暫定的な一時金の支給

・当分の間、３月１日（基準日）において給与法に基づく俸給表（指定職俸給表を除く。）の適用を受ける職員

に対し原則年額３，７５６円の一時金を支給

・なお、基準日に育児休業中の者に対しても、勤務実績に応じて支給するよう措置

�　期末・勤勉手当等の引下げ
・年間支給月数　４．７５月分　→　４．７月分（△０．０５月）

　　※１２月期の期末手当で引下げ

　　　一般職員   １．６月分　→　１．５５月分（△０．０５月）

　　　特定幹部職員  １．４月分　→　１．３５月分（△０．０５月）

　　　指定職職員（期末特別手当） １．６月分　→　１．５５月分（△０．０５月）

［実施時期］平成１３年４月１日

【公務員給与水準の在り方の検討】
各地域に勤務する公務員の給与水準について、その地域の民間給与に比べて高いのではないかとの指摘もあるとこ

ろ。指摘を受けるような公務員給与の在り方については、国民に理解を得ていく必要。このため、民間給与の実態把

握、公務部内の給与配分の在り方について、関係各省等の協力を得て、速やかに検討

【参考】モデル給与例 �����������������������������������（単位：円）　　

３ 年 間 の

給与の減少額

年 間 給 与

の 減 少 額

勧　告　後

年間給与月　　額

△　９４，０００△　６，０００３，１５８，０００１８８，９００独　身２５歳
係　　　　員

△１０９，０００△　９，０００４，０５３，０００２４３，６００配偶者３０歳

△１４６，０００△　１３，０００５，５２３，０００３２７，７００配偶者、子１３５歳
係　　　　長

△１６０，０００△　１６，０００６，１７８，０００３６６，９００配偶者、子２４０歳

△２３７，０００△　２１，０００８，１５５，０００４９０，３８０配偶者、子２５０歳地方機関課長

△４０３，０００△　３５，０００１１，８２１，０００６８５，０２０配偶者、子２４５歳本府省課長

△８１７，０００△　８２，０００１９，５７６，０００１，１４８，０００――――本府省局長

△１，０７３，０００△１０７，０００２５，７０７，０００１，５０７，５２０――――事 務 次 官
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公務員人事管理に関する報告の骨子

公務員に対する国民の批判や環境変化の急速化等に対応するため、厳正な規律の保持とともに、能力・実績を基礎と

した人材活用や開放的な公務組織の実現が重要と認識し、今後の公務員制度改革の具体化に向けて必要な視点に言及す

るとともに、喫緊の課題を報告

１　今後の公務員制度改革の視点

�　公務員制度の基本原理

ア　行政が特定の利益や勢力、情実に影響されずに中立公正に行われるよう、公務員制度においては、「国民全体

の奉仕者」としての公務員の中立・公正性の視点が重要

イ　労働基本権制約の下では、人事院が労使の間に立って勤務条件について勧告をし、各般の基準を設定。このよ

うな代償機能が適正に発揮される仕組みが不可欠

　今日的要請に対応した制度改革に当たっても、こうした公務員制度の基本原理に留意する必要

�　公務員制度改革の具体化に向けて協力

ア　中立第三者機関として、これまでに培った専門的知識、ノウハウ、問題意識を生かしながら、公務員制度改革

の基本設計の具体化に向けて的確に協力

イ　国民が求める公務員人事管理システムの構築に向け、以下の視点に留意する必要

・評価・給与制度の設計については、関係当事者との十分な意思疎通と評価の試行が必要

・再就職規則については、国民の理解と納得が得られる仕組みとしていく必要

・採用試験については、行政の複雑・高度化、法科大学院設置の動き等を踏まえ、抜本的な見直しが必要

�　環境変化の急速化等に対応した人事管理の推進

・急速化する環境変化への適応性を高めるため、能力・実績を基礎とする弾力的な人材活用、官民双方向の人的交

流の促進が重要

・人事院は、各府省の主体的、機動的な人事管理に向けて、各制度の趣旨を勘案しつつ、事前関与から明確な基準

設定・事後チェックの方向で適切に見直し

２　喫緊の課題

ア　論理研修の充実

　　課長補佐、係長クラスを対象にした新たな倫理研修の開発等を通じ、職員の倫理観をかん養

イ　女性国家公務員の採用・登用の拡大

　　各府省の策定する拡大計画を通じた取組の推進。キャリア・アップのための研修を実施

ウ　職業生活と家庭生活の両立のための条件整備（別途意見の申出及び勧告）

エ　若手研究員の任期の弾力化

　　研究活動の活性化のため、任期付研究員制度の「若手育成型」の任期等について検討
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新聞等名月　日記　　　　　事

毎日（朝刊）８．１（水）
名大病院３９７人アンケート
「告知」悩むお医者さん

１

読売８．１（水）
２２日から２４日にかけて公開セミナー
「天文学の最前線」開催

２

日刊工業８．２（木）

文科省ミレニアムプロジェクト新
たに２８課題を選定
三矢保永教授、水谷宇一郎教授の
課題も選定される

３

読売８．６（月）
医学部・貝淵弘三教授ら研究グルー
プが脳内の情報処理の回線網を構
築する基本遺伝子を解明

４

読売８．６（月）
医学部・平野耕治助教授ら研究グ
ループが角膜を自分の細胞で復元
することに成功

５

中日（朝刊）８．７（火）
２７日に先端技術共同研究センター・
オープンフォーラム開催

６

中日（夕刊）８．７（火）
名古屋市科学館で開催の公開セミ
ナー「天文学の最前線」で理学研
究科・池内了教授が講演

７

日経（夕刊）８．７（火）
理系作家活躍
工学部・森博嗣助教授

８

中日（朝刊）
読売

８．８（水）
渡米の工学部・島田俊夫教授、心臓
移植手術に成功

９

読売８．８（水）
情報文化学部・手塚修文教授らの
研究、インゲンのつる逆巻きにし
たら緊張感で収穫２倍になる

１０

中日（朝刊）８．１１（土）

やけど治療の最先端を医師や看護
婦らが学ぶ
医学部・上田実教授が皮膚培養治療
などについて講演

１１

読売８．１１（土）
パズル国内王者に理学研究科・青木
真一さん　１０月に世界選手権に出場

１２

中日（朝刊）８．１４（火）
２００１名古屋大ベンチャーフォーラム
開催案内

１３

中日（朝刊）８．１４（火）

研究室発：『コメ収量増やせ』新た
なイネ創出
生物分子応答研究センター・松岡
信教授

１４

読売８．１５（水）
２２日に公開セミナー特別講演会
「２１世紀の宇宙像を求めて」開催
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INFORMATION

本学関係の新聞記事掲載一覧（１３年８月分）

新聞等名月　日記　　　　　事

中日（夕刊）８．１８（土）
問題解決、数学でOK
小中高生４００人コンクールに挑戦

１６

中日（朝刊）８．２０（月）
国際開発研究科が出前授業で海外
文化紹介

１７

中日（朝刊）８．２０（月）
日本数学コンクール
頭ひねって難問に挑戦

１８

中日（朝刊）
読売

８．２１（火）
訃報：小野勝次名誉教授
８月１８日老衰のため逝去

１９

中日（朝刊）８．２１（火）
２２日に医学部保健学科公開講座
「ケアの時代」

２０

日刊工業８．２１（火）
先端技術共同研究センターにてベ
ンチャーフォーラム開催

２１

朝日（朝刊）８．２２（水）
大学病院日誌：経済的自立こそ改
革推進の一歩
医学部・大島伸一教授

２２

読売８．２２（水）
情報サイト：先端技術共同研究セン
ターオープンフォーラム「知と智」

２３

中日（朝刊）８．２５（土）
中日春秋：人間情報学研究科・手塚
修文教授のインゲンのつるの研究

２４

中日（朝刊）８．２７（月）
有終飾るバチさばき
来月帰国の名大ウクライナ留学生
が和太鼓を披露

２５

日経（夕刊）８．２８（火）

日本スポーツ産業学会シンポジウ
ムのコーディネーターに総合保健
体育科学センター・高橋義雄講師
が出席

２６

朝日（朝刊）８．２９（水）
文部科学省人事：理学研究科・野
依良治教授が文化審議会・文化功
労者選考分科会委員に

２７

読売８．２９（水）
生物分子応答研究センター・若松
佑子助教授らが遺伝子操作で透明
で光るメダカ誕生に成功

２８

読売８．２９（水）
東海プラザ・健康：医学部・富田
靖教授、医学研究科・横田光弘助
教授が読者の相談に答える

２９

朝日（夕刊）８．２９（水）１０月８日に博物館特別講演会開催３０

毎日（朝刊）８．３０（木）
糖尿病は食生活と環境から
堀田　饒名誉教授に聞く

３１
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