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クローズアップ Tokai Network for Global Leading Innovator
Tongali ～トンガることを恐れるな

ベンチャー不毛の地名古屋？
　4、5年前、名古屋でベンチャーを起こすと言ったら、頭
の中は？？？であったかもしれません。しかし、この3年で
名古屋大学から10社近いベンチャー企業が誕生しました。
大学の研究成果や学生が考えたアイデアなど、スタートは違
いますが、皆、社会に貢献したいという想いを同じくしてい
ます。
　新しいモノを生み出すための方法やノウハウを学び実践す
る場として、名古屋大学では2016年度からTongali（Tokai 
Network for Global Leading Innovator）プロジェクト
を実施し、2017年度には文部科学省の次世代アントレプレ
ナー育成事業（EDGE-NEXT）に採択されました。

Tongaliプロジェクトとは
　アイデア創出から事業化に至るまでのノウハウや、スキル
を習得するための教育プログラムを提供し、習熟ステージに
合わせた2つのコンテストを実施しています。さらに、起業
を志す学生・若手研究者を対象に、「リーンローンチパッド」
というビジネスモデルの探索と実現を実践的に学ぶ研修を行
うほか、デンマークでのデザイン思考研修、インドネシアで
の社会起業家育成研修、米国でのアントレプレナー育成研修
といった海外武者修行を行っています。
　また、ナショナルイノベーションコンプレックス（NIC）
の3階にコワーキングスペースを設け、Tongaliハウスと名
付けました。これから起業したい学生・すでに起業した学生
たちがここで出会い、積極的に交流することで事業化の原動
力を生み出しています。

Tongaliプロジェクト

Tongaliシンポジウム

Tongaliが提供するプログラム

Tongaliスクール

米国でのアントレプレナー育成研修
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Tokai Network for Global Leading Innovator
Tongali ～トンガることを恐れるな

大学発ベンチャーの育成・支援
プログラム
　大学発ベンチャーを支援する環境もこの数年で様変わりし
ています。資金と場所は起業する上で必要不可欠です。よっ
て、起業前の開発補助金「スタートアップ準備資金」及び起
業後の支援ファンド「名古屋大学・東海地区大学広域ベン
チャーファンド」を創設し、後者は今年から2号ファンドが
スタートしました。
　また、東山キャンパス内にあるインキュベーション施設の
入居対象・入居期間の拡大や、名古屋大学発ベンチャー・名
古屋大学発学生ベンチャーの称号付与を行っています。今後
は、起業家育成の研修プログラムやアクセラレーションプロ
グラムのさらなる充実を図ります。

2つのコンテスト
　「アイデアピッチコンテスト」と、その次のステージに位
置づけられる「ビジネスプランコンテスト」は、名古屋大学
を含む東海地域の大学生を対象としています。応募数は両コ
ンテストともに20件を超え、この2年で初回の2倍に迫る
勢いで増加し、注目度の高さを反映しています。
　優秀チームには活動支援金が支給されるだけでなく、
Tongaliの取り組みに協賛する多数の企業の名を冠した賞の
授与や、アイデア・ビジネスプラン実現のための支援が行わ
れます。
　これまでに行われたアイデアピッチコンテストでは、「百
人一首を誰でも楽しめるようにする」、「街の銀杏のにおいを
何とかする」、「携帯型AEDを作る」、「プログラミング教育
用スマートシステムコントローラー」など、バラエティーに
富むアイデアが出されました。
　ビジネスプランコンテストでは、「骨肉腫に対する創薬」、

「火星で野菜が作れる土壌」など、技術とアイデアを掛け合
わせたトンガったビジネスプランが発表され、実際に起業す
るチームも出てきています。

0→1を生み出すための	
エコシステム
　アイデア・ビジネスプランの実現を目指す学生に個別に対
応し、アドバイスをすることも新しいモノを生み出すために
必要な支援です。現在、起業家・キャピタリスト・会計士な
ど、各専門家からなる12名のメンターがアドバイスを行っ
ています。メンター以外にも、東海地区の証券会社・銀行・
商社・事業会社などの産業界及び愛知県・名古屋市などの自
治体、中部経済連合会・名古屋商工会議所などの経済団体が
一体となって、東海地区からイノベーションを起こすことを
目的とした連携が始まっています。

Tongaliハウス

アイデアピッチコンテスト

ビジネスプランコンテスト

文責：学術研究・産学官連携推進本部
国際産学連携・人材育成グループ教授

（グループリーダー）

河 野 　 廉

URL：https://tongali.net/
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Q &A
先生に一問一答

わたなべ　よしひと
東北大学理学部卒、筑波大学化学研究科博士（1982年3月）。ミ
シガン大学博士研究員、プリンストン大学主任研究員、慶応義塾
大学医学部助手、京都大学工学部助教授、分子科学研究所教授等
を経て2002年より名古屋大学教授。趣味は、ソフトボール、ス
キー、ギター、文庫本の乱読。

これまでの研究者としての人生を顧みると、自分自身
の研究がうまく進まないときに、研究が進んでいる（よ
うに見える）他の研究者のテーマがうらやましく見え
る時が何度もありました。しかし、今、振り返ってみれ
ば、「自分が確信している研究テーマを進めて良かった」
という満足感があります。また、時々の状況に一喜一
憂せず、前に突き進むことが大事だと実感しています。
研究者は、料理人と同じで、「包丁一本さらしに巻いて
……」と、どこででも研究を進める気概が必要です。

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？

研究対象は、体の中で化学反応を触媒している酵素
（蛋白質）です。皆さんもご存じの「血液中に存在す
るヘモグロビン」に似た鉄を含んだ蛋白質です。一見、
生物学と思われるかもしれませんが、中身は化学その
ものです。ヘモグロビンは、呼吸で吸い込んだ酸素を
体中に運ぶ仕事をしていますが、アミノ酸の一部を他
のアミノ酸で置き換えるなどのひと手間で、我々が望
む化学反応を触媒する酵素に作り変える研究です。

A
Ⓠ 先生の研究内容を教えてください。

理学部化学科の学生だったので、卒論が研究者として
の第一歩です。今の研究分野で勝負できるようになっ
たきっかけは、5年間の米国留学でしょう。そこでは、
金属酵素を単純化した化学モデル（金属錯体）を使っ
て、酵素の反応機構を研究していました。具体的に言
うと、酵素反応で想定されている不安定な中間体を、
モデル錯体で直接観測するという研究をしていまし
た。帰国後、実際の蛋白室を使った研究に順次シフト
し、現在に至っています。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？

人生万事塞翁が馬
MyBestWord

渡
辺 

芳
人

理
事
・
副
総
長
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国
際
・
広
報
担
当
）
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やはりG30プログラムですね。全てを自分たちの
頭で考え、工夫して始めたプログラムです。計画
を練り上げるのも大変でしたが、プログラムの開
始当初は、一体何人の学生が応募してくるのか不
安で一杯でした。足かけ10年に亘る全学の皆さ
んの協力があったお陰で、現在では500名を超す
応募者があり、卒業生もそれぞれの道に進み始め
ています。

A

Ⓠ 研究活動に加え、多年にわたり本学の国際・広報
担当理事（副総長）として様々な用務に関わって
いらっしゃいました。印象に残っている思い出は？

普段、NHK FMを流し続けているので、特定の曲
を聴いているということはありません。強いて言
えば、綾戸智恵のCDは比較的良く聞いています。

A

Ⓠ 音楽がお好きで演奏もされますが、最近
聴いていらっしゃるお気に入りの曲は 
ありますか？

名古屋大学には、17年ほどお世話になりました。
これほど長く同じ組織に在籍・在職したことがな
かったので、自分自身、驚いています。構成員
の皆さんの中には、30年以上名古屋大学で過ご
されている方も多いと思います。同じところに長
くいると、居心地が良くなってしまい、様々な事
柄に対してついつい保守的になってしまうもので
す。世の中の有り様がめまぐるしく変化している
現在、常にこれまでとは違う「何か」に挑戦し続
けて欲しいと思います。

A

Ⓠ 3月で理事を退任されますが、これまで
関わってきた教職員・学生へのメッセー
ジをお願いします。

Ⓠ
あの手この手と工夫しても、研究は狙ったとおり
に進まないことが多いというのが現実です。一生
懸命考えているときには、良い知恵が出なかった
のに、別なことをしているときに、「一瞬だけ、ア
イデアが頭に浮かぶ」時があります。そして実験
をやってみると、（もちろん、失敗が多いのですが）
うまくいくことがあるんです。これだから、研究
は面白い！

A

研究が面白い！と思った瞬間はどんな時
ですか？

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・。

Ⓠ
A

今だから言える、ここだけの話を聞かせてください

ベンゼンを選択的にフェノールへと変換する酵素・デコイ分子複合体の結晶構造
（デコイ分子：酵素の基質選択性を変えるために我々が設計した分子）

先生の研究を
表す1枚！
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キャンパスクローズアップ

■概要
　エネルギー変換エレクトロニクス研究館（C-TECs）は、
GaNデバイス※に代表される先端的エレクトロニクス研究を推
進するとともに、高度な人材を育成し、未来のエレクトロニク
ス産業の基盤を創成することを目的として設立された「未来エ
レクトロニクス集積研究センター（以下、CIRFE）」の拠点施
設として、クリーンルーム実験棟のC-TEFsと一体的に整備さ
れた地上7階、延床面積約6,500m2の建物です。
　CIRFEに所属する7研究室の実験室・教員室等に加え、2階、
3階には約2,000m2の産学協働研究ラボが用意されています。
学内外の研究者、学生がC-TECsに結集し、所属や専門分野を
超えた有機的連携を強化し、共同研究等を通じた産学連携の強
化と研究開発の加速を図ります。なお、GaNを用いたパワー
デバイスへの応用が実現できれば、日本の全発電量の9.8%が
削減可能となります。

※ GaNデバイス：パワーデバイス（電車や自動車に用いられる低消
費電力のデバイス）、青色発光LED等

エネルギー変換エレクトロニクス
研究館（C-TECs）
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■平面・断面計画
　4階実験室フロアから6階教員室フロアの3層を、大きな吹
抜け空間と大階段によって連続的につなげる「ナレッジコモン
ズ」を設けました。大階段そのものが座席となり、オープンセ
ミナー等を行うことができるようプロジェクタースクリーンも
設置しています。5階、6階の中間階には、打合せテーブルも
置ける広い踊り場を設けることで、上下階を視覚的、感覚的に
近づけ、交流を促す構成としました。
　また、複数の研究グループが分野横断的に先端研究を推進す
る創造的な環境を整備するため、5階研究員室は、フロア全体
を間仕切壁のない大空間とし、各研究室の教員、研究員及び学
生がボーダーレスに活動できるようにしました。フレキシブル
な什器レイアウトができるよう、約3m間隔で配線ピットも設
けています。
　大階段下は共有のユーティリティスペースとし、パントリー
やコピー機置場を設けることで、それぞれ異なる目的を持った
構成員が集まり、偶発的なコミュニケーションから新たな気づ
きが積極的に生み出されるような場としました。

■設備計画
　吹抜け空間の特性を活用し、中間期は7階の吹抜け上部に換
気窓を設けることで、4階から6階の自然通風・自然換気を促
し、冬期は7階の吹抜け上部に溜まる暖気を5階へ送風するサー
キュレーションダクトを設置することで、エネルギーロスを最
小化する計画としました。

　大階段は、段ごとに空調の吹出しと吸込みのスリットを設
け、滞在時の環境に配慮しています。
　加えて、雨水利用、空調機器の集中管理、周囲への騒音抑制
に配慮した空調機器等の配置計画により、環境親和性の高い建
築を目指しました。また、高効率汎用機器を積極的に採用し、
省エネルギー化・省コスト化を図っています。
　なお、実験設備の入れ替えに際しては、2階以上の外周三面
に設備バルコニーを設けることで、様々な実験機器の配置や更
新に対応できるフレキシブルな計画としました。

■ギャラリーラウンジ
　1階には、建物入居者と来館者が交流する場としてギャラ
リーラウンジを設け、新進気鋭のアーティスト　河野ルル氏に
よる壁画を施しています。この壁画は「名古屋大学特定基金　
青色LED・未来材料研究支援事業」へ寄附された方の御芳名
を記す銘板の役割を果たすとともに、「情熱を増幅させ伝える」
というCIRFEのミッションステートメントを、明るく伸びや
かなタッチで表現したものとなっており、製作には多くの教員
や学生も参加しました。

青色LED基金寄附者の御芳名披露の木（壁画中央）

▲４～６階をつなげる大階段 ▼大階段でのオープンセミナー風景

ギャラリーラウンジ壁画製作風景

訂正とお詫び
　名大トピックス306号（2018年11月発行）のキャンパスクローズアップ「エネルギー
変換エレクトロニクス実験施設（C-TEFs）」（p. 4-5）で以下の誤りがありましたので、
深くお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

■事業概要　p. 5 左本文1-2行目
GaNを用いたパワーデバイスへの応用が実現できれば、世界の全発電量の約9.8%
が削減可能となります。

〔誤〕世界の全発電量の約9.8％が　　〔正〕日本の全発電量の9.8％が
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成均館大学校とのダブル・ディグリー覚書調印式を開催

大学入試センター試験が実施される

2018年度教育奨励費人社系分野横断博士人材育成のための協働プログラムの開発第1回講演会を開催

　大学院法学研究科と韓国・成均館大
学校大学院法学科及び社会科学大学
は、平成23年度に始まった「大学の
世界展開力事業キャンパス・アジア」
の経験と成果に基づき、教育の国際化
と多様化を通じて教育の全体的な質を
より一層向上させることを目的とし
て、平成29年9月からダブル・ディグ
リープログラム実施に向けた本格的な
協議を開始しました。両国・両大学の
制度上の関係から、入学審査、学位審

査、カリキュラム策定等では数々の難
しい問題をクリアする必要がありまし
たが、協議を重ね、1月17日（木）、ア
ジア法交流館において、ダブル・ディ
グリープログラム覚書の調印式を挙行
するに至りました。
　これを契機に、今後ますますグロー
バル人材の質的・量的充実が図られる
ものと期待されます。

　平成31年度大学入試センター試験
が、1月19日（土）及び20日（日）に実
施されました。全国の志願者数は、昨
年度より5,841名少ない576,830名とな
り、愛知県内の志願者数は、昨年度よ
り563名少ない39,937名となりました。
　本学では、東山キャンパスに東山地
区試験場を設置したほか、名古屋市内
に6つの高等学校試験場を設置し、合
計7会場において6,939名の志願者に
対応しました。試験2日目は小雨が降

る時間帯もありましたが、両日とも比
較的穏やかな天候の中、受験生は、各
試験場において試験に挑みました。
　今年度についても、本学が担当する
試験場においては、英語リスニングに
おける「再開テスト」を実施すること
なく、全日程を無事終了しました。

　人文学・教育発達科学・法学・経済
学・国際開発の各研究科主催による「東
北大学文系部局の挑戦－日本学国際共
同大学院の創設－」と題する講演会を
文学部棟会議室で開催しました。本講
演会は、平成30年度教育奨励費によ
る文系5部局共同のプロジェクト「人
社系分野横断博士人材育成のための協
働プログラムの開発」の一環で、今回
は、日本思想史が専門の佐藤弘夫東北
大学文学研究科教授を講師としてお招

きしました。
　大学改革が叫ばれる中、改革の一つ
の方向性として、部局を超えた学位プ
ログラムの開発も謳われており、東北
大学の国際共同大学院は、その方面で
の先進的な事例と言えます。特に、日
本学プログラムは文系共同のプログラ
ムでもあることから、同プログラムの
立ち上げに尽力された佐藤教授に、課
題や展望についてお話を伺うととも
に、意見交換を行いました。

調印後の記念写真

試験に臨む受験生

佐藤弘夫教授による講演

■大学院法学研究科

■人文学研究科、教育発達科学研究科、法学研究科、経済学研究科、国際開発研究科
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第2回エネルギー技術アカデミーを開催

名古屋大学「仕事と家庭のインターンシップ in あいち」報告会を開催

第17回坂田・早川記念レクチャー「消えた真空エネルギー」を開催

　「第2回エネルギー技術アカデミー
－自動車関連の“ものづくりの道”を
歩んで－」をIB電子情報館101講義
室で開催しました。本アカデミーは、
学生や若手技術者を主な対象とし、各
専門分野での経験が豊富な講演者に技
術や製品に関わるエピソードをいただ
くことで、若手への技術伝承に貢献す
ることを目的としています。
　今回の講師は、松平康人プライム
アースEVエナジー元代表取締役副社

長で、トヨタ自動車株式会社等で生産
技術エンジニアとして、黎明期の電子
部品の試作・量産化に挑戦した経歴を
基に、自ら深く考察することの重要性
や、文化や言語の違うカナダでの工場
立ち上げ時の経験、今後の車載用蓄電
池技術の展望など、多岐にわたる話を
していただきました。自動車関連会社
への内定を得た学生等約20名が参加
し、熱心に耳を傾けていました。

　ナショナルイノベーションコンプ
レックス（NIC）1階Idea Stoaにおい
て、名古屋大学「仕事と家庭のイン
ターンシップinあいち」報告会を開
催しました。
　本インターンシップは、企業等で就
業体験をするだけでなく、そこで働く
子育て中の従業員の家庭を訪れて家事
や育児を体験し、仕事と家庭の両立に
ついて理解を深めることを目的とした
愛知県の事業で、今年度は本学から文

系学部の学生3名が参加しました。当
日は参加学生による報告に加え、参加
者を小グループに分けてのグループ
トークや、キャリアアドバイザーの進
行・助言の下で意見交換を行い、仕事
と家庭の両立に向けた個人・企業双方
の課題や、課題を乗り越えるためにで
きることを考える機会となりました。
報告会終了後には、NIC3階に設置さ
れている多世代共用スペースの見学を
行いました。

　大学院理学研究科、名古屋市科学
館、素粒子宇宙起源研究機構（KMI）
の主催による「第17回坂田・早川記
念レクチャー」を名古屋市科学館サイ
エンスホールで開催しました。今回
は、九後太一京都大学名誉教授・京
都産業大学理学部客員教授／益川塾
副塾頭をお迎えし、「消えた真空エネ
ルギー」 という題名で講演いただきま
した。
　当日は、纐纈　満名古屋市科学館館

長、杉山理学研究科長の挨拶等の後、
杉山研究科長から九後先生へ記念メダ
ルと盾の授与があり、その後、九後先
生の講演となりました。
　参加者は、来賓や関係者を含め総
勢285名に上りました。講演後のアン
ケートから、非常に満足し、「内容は
難しかったが興味がわいた」という方
が多数いらっしゃったことが分かりま
した。

議論する松平氏と学生

報告会の様子

講演する九後先生

■未来材料・システム研究所エネルギーシステム寄附研究部門

■男女共同参画センター、文系事務部

■大学院理学研究科、素粒子宇宙起源研究機構
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2

第147回防災アカデミーを開催

脳とこころの研究センターシンポジウムを開催

第20回先進科学塾＠名大「サウンド オブ サイエンス」を開催

　減災館1階減災ホールにおいて、「第
147回防災アカデミー」を開催しまし
た。今回は、国立研究開発法人国立環
境研究所福島支部の大原利眞氏に「東
日本大震災後に開始した災害環境研究
の取組み」と題して講演をしていただ
きました。参加者は66名でした。
　今回の講演では、2011年東日本大
震災以降の災害と環境に関する調査研
究として、災害廃棄物・汚染廃棄物の
処理処分に関する研究、環境中の放射

性物質の動きの解明、震災による環
境変化が人や生物・生態系にもたらし
た影響の評価、震災復興のまちづくり
への貢献について紹介していただき
ました。また、2016年に国立環境研
究所福島支部が開設され、環境を回復
する、新たに創る、将来に備える災害
環境研究と、現場である福島が今どう
なっているのかについてわかりやすく
お話いただきました。

　鶴舞キャンパス医系研究棟1号館地
下会議室で、「脳とこころの研究セン
ターシンポジウム」を開催しました。
　当センターは、コホートとコンソー
シアム型研究を軸として、疾患の病
態解明をはじめ、脳とこころの諸問
題解明に向け全学的に取り組んでい
ます。今回は、5年のセンター設置期
限延長が認められてから初めてのシン
ポジウムで、長縄慎二センター長と、
門松医学系研究科長からの挨拶の後、

祖父江　元統合研究室ディレクター
による進捗報告、研究者15名の講演、
29名のポスター報告がありました。
その後、超高磁場MRI研究センター

「Neuro Spin」のDenis Le Bihan所長
と大阪大学脳情報通信融合研究セン
ター長の柳田敏雄教授による特別講演
がありました。
　120名の参加の下、活発な意見交換
があり、次の5年への大きな方向性が
見えた1日でした。

　2月2日（土）、3日（日）、第20回先
進科学塾＠名大「サウンド オブ サイ
エンス」を理学部物理会議室で開催し
ました。
　市販の携帯端末が備えている毎秒
120コマの撮影ができるカメラで、大
太鼓やスピーカーの振動を撮影したも
のを、コマ送りできるアプリや周波数
解析アプリで確認したり、アプリの波
形観察モードで基本の振動数が同じで
も音色が異なる場合があることを確か

めたりして、音の世界をビジュアル的
に楽しみました。
　ひと昔前は、このような測定には高
価な装置が必要でしたが、今や誰でも
利用できる身近なものとなっているの
は驚くべきことです。また、携帯端末
の操作やアプリ指導には、名古屋経済
大学市邨高等学校の生徒が協力してく
れ、先進科学塾の運営方法に新たな可
能性を拓くこととなりました。

講演する大原氏

シンポジウム終了後の集合写真（写真右4人目から長縄 
センター長、Le Bihan所長、柳田教授、祖父江ディレクター）

大太鼓の振動を携帯端末で撮影する参加者

■減災連携研究センター

■脳とこころの研究センター

■理学部
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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」第4回グローバル・ビジネス講座を開催

第1回環境医学研究所シンポジウムを開催

スーパーグローバルハイスクール（SGH）研究成果発表会を実施

　第4回グローバル・ビジネス講座を
理学南館坂田・平田ホールにおいて開
催しました。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」では、東海東京フィナン
シャル・ホールディングス株式会社の
ご支援の下、激動する国際ビジネス環
境にかかる情報や、将来、フロンティ
ア・アジアで活躍するために必要な能
力・知識・経験について、学生らに提
供する機会として本講座を開催してい

ます。
　第4回となる今回は、鈴木　純帝
人株式会社代表取締役社長執行役員
CEOより「たゆまぬ変革と挑戦」と
題して講演いただきました。理系の研
究者からキャリアアップして、同社社
長に就任した経歴や、長期的なビジョ
ンを踏まえた企業の発展戦略、企業人
やリーダーに求められる姿などの多岐
にわたる話題に参加者は熱心に聞き
入っていました。

　「第1回環境医学研究所シンポジウ
ム」を環境医学研究所南館大会議室に
おいて開催しました。
　本シンポジウムは、当研究所の若手
研究者育成の一環で、若手研究者が自
ら企画・立案し、自身も発表を行う一
方で、彼らが希望する著名な研究者を
招待して講演会の場を設け、これを交
流の機会として若手の活性化につなげ
る初の試みでした。
　今回のテーマは「免疫系と組織のク

ロストーク」で、特別講演には、小安
重夫理化学研究所理事、基調講演に
は、小川佳宏九州大学病態制御内科学
教授、鈴木一博大阪大学免疫学フロン
ティア研究センター教授が登壇しま
した。また、若手講演では、当研究
所の小峯　起病態神経科学分野助教、
田中　都分子代謝医学分野助教の2名
が講演し、参加者100人と活発に議論
を交わしました。

　スーパーグローバルハイスクール
（SGH）指定4年目の研究成果発表会
を附属学校で実施し、全国から200名
以上の教育関係者が参加しました。
　今回の研究成果発表会では、国語・
英語・社会・体育・課題研究の公開
授業を行い、午後からは、秋田喜代美
東京大学大学院教育学研究科教授に、

「グローバルコンピテンスの育成と協
同的な学びのこれから」という題目で
講演していただきました。

　また、生徒によるポスター発表も同
時に実施し、SGHモンゴル研修、SGH
米国ノースカロライナ研修をはじめ、
ALE（Active Learning in English）や、
Global Discussionなど、校内で行われ
ている取り組みを参加者に紹介しまし
た。

鈴木 純氏による講演

講演した先生方との記念撮影

授業検討会

■環境医学研究所

■教育学部附属中・高等学校
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「第4回アカデミックライティングと批判的思考における国際シンポジウム」を開催 ■教養教育院

　2月8日（金）、9日（土）、全学教育棟
等において、教養教育院アカデミッ
ク・ライティング教育部門主催によ
る「第4回アカデミックライティング
と批判的思考における国際シンポジウ
ム」を開催しました。昨年12月25日
に本学と岐阜大学が、「東海国立大学
機構」の設立に向け基本合意を締結し、

新たな国立大学のモデルを創出するた
めに動き出したことを受け、本シンポ
ジウムのPlenary Sessionのテーマを

「東海機構における新たな英語教育の
試み」として一般公開し、両大学の教
員による新たな英語教育プログラムの
可能性とその展望について議論しまし
た。

9
2

開会挨拶をする松尾総長

ブレイクタイム

理学研究科附属ニューロサイエンス研究センターとは

医学部附属病院、国際医療機能評価「JCI 認証」を取得

　本センターは、名古屋大学の研究拠点形成
事業のひとつである「脳神経回路研究ユニッ
ト」と、理学研究科初の産学協同研究講座で
ある「栄養神経科学講座（雪印メグミルク株
式会社出資）」を取り込んで、平成29年4月
に設置されました。
　本学には、線虫やショウジョウバエ、ゼブ

ラフィッシュといった小規模な脳神経系を持
つ動物を研究対象とする神経科学研究者が集
結しています。本センターは、これらの動物
を用いて、「動物の行動を、回路、個々の神
経細胞、細胞で働く遺伝子や分子のレベルま
で包括的に説明する」研究の世界拠点を目指
します。

　医学部附属病院は、2月23日付け
で、国際的医療施設評価認証機関で
あるJCI（Joint Commission Interna-
tional）の認証を取得しました。JCI
は、「医療の質」と「患者安全」を国
際的な基準で評価することを目的と
し、世界で最も厳格な審査基準を有
する評価機関として知られています。
現在、全世界で1,082施設が認証を

取得していますが、日本の大学病院
では4施設目、国立大学の附属病院
では、初の認証となります。認証期
間は3年間で、以降3年ごとに再審
査があり、再認証を受けることで更
新されます。
　今後もより高水準の医療を提供で
きるよう、日々改善に取り組んでい
きます。

毎年開催する学内神経科学合同研究会の参加者

集合写真

1位	 東海国立大学機構設立に向けた基本合意締結
　昨年3月、本学は文部科学大臣より、世界最高水準の教育研究活動の展開が見込まれる
大学として「指定国立大学法人」に指定されました。その構想概要に掲げた「将来に向け
たマルチ・キャンパスシステムの樹立」については、12月末に岐阜大学との間で東海国立
大学機構設立に向けた基本合意を締結し、法人統合に向けた準備を加速しています。

2位	 エネルギー変換エレクトロニクス実験施設（C-TEFs）、同研究館（C-TECs）竣工

3位	 国際機構　辻特任教授のエッセイ「名大ウォッチ」（文庫本）販売スタート！

平成30年度 名大３大ニュース！！
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学生の元気

名古屋大学“快踊乱舞（かいとうらんま）”
花井　悠里（はない ゆり）さん　工学部マテリアル工学科1年

ークル活動紹介サ

海翔唄～みなとうた～
　私たち、名古屋大学“快踊乱舞（かいとうらん
ま）”はよさこい鳴子踊りサークルで、毎年夏に
開かれる「にっぽんど真ん中祭り（通称：どま
つり）」での大賞を目標に日々練習に励んでいま
す。名古屋のお祭りだけではなく、東海3県の
様々なお祭りに出場させていただいています。
　今年の演舞のテーマは ｢海翔唄～みなとう
た～｣。伊勢湾台風で甚大な被害を受けた名古
屋港が復興を果たし、未来に向けて繁栄してい
く姿を表現しました。一つの作品は、わずか4
分程ですが、この4分にたくさんの思いをこめ
て踊っています。

ファイナル進出！
　先ほど紹介した「どまつり」は、1999年
夏に生まれた日本最大級の踊りの祭典で、愛
知県内23会場で繰り広げられ、出場チーム数
210、観客動員数220万人を超える大規模な
お祭りです。快踊乱舞も1チームとして演舞さ
せていただきました。

　昨年度はセミファイナル出場を果たし、今年
度は210チーム中、12チームのみが出場を許
されるファイナル進出を果たしました。ファイ
ナルの舞台からの景色は、感極まるものがあり
ました。

さぁ行こう、夢の舞台へ！
　1年生から3年生の3代、総勢130人で創り
あげる一つの演舞は活気と情熱溢れる素晴らし
いものです。時には涙を流し、競い合い、励ま
し合い、喜び合ってきた、そんな大切な仲間達
と同じ目標に向かって切磋琢磨するのは、この
上なく青春を感じられる機会です。今年で18
代目となる快踊乱舞は、これまでの先輩方の想
いを胸に、さらなる高みを目指して精一杯活動
していきます！

　活動の様子は、HP（https://kaito-ramma.
jimdo.com/）やTwitter（名古屋大学“快踊乱
舞 ”（@kaitoramma）｜https://mobile.twitter.
com › kaitoramma）をご覧ください。

パレード

豊田講堂での練習風景

にっぽんど真ん中祭り ファイナル

 本学学生チームが「キャンパスベンチャーグランプリ」全国大会で入賞！

他にも、こんな学生の活躍がありました！
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他の受賞者情報はホームページをご覧ください。 名大トピックス310 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no310.html

祝 受賞

杉本重幸 未来材料・システム研究所寄附研究部門教授が 
「第63回澁澤賞」を受賞

医学部附属病院管理栄養士の新美珠美さんが愛知県栄養関係 
功労者知事表彰を受ける

クラリベイト・アナリティクスのHighly Cited 
Researchers 2018に本学の3名が選ばれる

松田洋一 生命農学研究科教授の 
著作が「毎日出版文化賞」を受賞

　11月20日（火）、杉本重幸未来材料・システム研究所寄附研究部門
教授が、「第63回澁澤賞」の贈呈式に出席しました。澁澤賞は、故・
澁澤元治本学初代総長が、昭和30年に文化功労者として表彰を受けた
栄誉を記念するために設けられたもので、電気保安に傾注された博士の
意を体し、広く電気保安に優れた業績を挙げた方々に毎年贈られてお
り、民間で唯一の電気保安関係表彰として各界より認められている権
威ある賞です。杉本教授は、「リチウムイオンキャパシタ式短時間停電
補償装置の開発グループ」としてほか4名との共同受賞となりました。

　11月28日（水）、医学部附属病院管理栄養士の新美珠美さんが、栄
養関係功労者知事表彰を授与されました。愛知県では、多年にわたり
公衆衛生及び栄養改善・食生活改善事業に献身的な活動を続け、その
功績が顕著な個人又は団体に対して同表彰を授与しています。新美さ
んは、表彰のひとつである「栄養指導業務功労者」に選定され、多年
にわたり栄養士として栄養指導業務を担当し、顕著な功績があったと
称えられました。

　Highly Cited Researchersは、クラリベイト・アナリティクスが世界
中で引用された回数の多い論文の著者（高被引用論文著者）を研究分野ご
とに選出したものです。2018年は、21分野で約4,000名の研究者が、世
界的に最も影響のある研究を行っている研究者としてリストアップされ、
本学からは、昨年に引き続き以下の3名が選ばれました。
　Chemistry 伊丹健一郎 教授（トランスフォーマティブ生命分子研究所）
　Physics 野尻　伸一 教授（理学研究科・素粒子宇宙起源研究機構基礎理論研究センター）
　Plant & Animal Science　　榊原　均 教授（生命農学研究科）
なお、上記3名以外にも本学客員教授 Wolf B. Frommer氏と本学特別教
授 篠崎一雄氏がPlant & Animal Science分野で選出されました。

　第72回毎日出版文化賞の受賞図書が発表され、松田洋一 生命農学研究
科教授の著書『性の進化史－いまヒトの染色体で何が起きているのか』（新
潮社）が、自然科学部門の受賞作に決まり、11月29日（木）、東京都内の
ホテルにて贈呈式が執り行われました。この賞は、優れた出版物の著編者、
出版社を表彰するもので、1947年に創設されました。自然科学部門のほ
か、文学・芸術部門、人文・社会部門、企画部門、特別賞の計5部門があり、
選考対象は2017年9月1日～2018年8月20日までの間に初版が刊行さ
れた出版物、同時期に完結した全集などです。

受賞者集合写真（中央が杉本教授）

集合写真（後列左が新美管理栄養士）

Highly Cited Researchers 2017の授与式
（2018年6月）
（左から2～4番目　伊丹教授、榊原教授、野尻教授の順）

集合写真（前列中央が松田教授） （毎日新聞社提供）
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イベントカレンダーEvent Calendar

　他のイベント及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 イベント情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/event/index.html

名古屋大学オープンレクチャー2019心の発達支援研究実践センター公開セミナー 
「日本とフィンランドにおける 
子どもの主観的幸福を考える夕べ」

博物館スポット展示「美しい数学」

3月21日（木）
場　　所：理学南館1階
　　　　　坂田・平田ホール、他
時　　間：14：00～16：00
対　　象：中学生以上、一般
参 加 費：無料

内　　容：
少人数の講義スタイルで大学・研究者・最先端�
研究が身近に感じられるようわかりやすくお話�
しする

3月18日（月）
場　　所：教育学部本館2階
　　　　　第3講義室
時　　間：18：00～20：00
対　　象：一般
参 加 費：�無料

講演題目：�「日本とフィンランドの子どもにおける主観的幸福」
講 演 者：二宮有輝（教育発達科学研究科心理発達科学専攻博士課程後期3年）
内　　容：公開セミナー、座談会（軽食付き）

2月19日（火）～4月13日（土）
場　　所：博物館展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日
入 場 料：無料

［関連ギャラリートーク］
　3月26日
　場　所：博物館3階展示室
　時　間：13：30～15：00
　講演者：伊藤由佳理
　　　　　（多元数理科学研究科准教授）

［問い合わせ先］� 学術研究・産学官連携推進本部　052-747-6527［問い合わせ先］� 心の発達支援研究実践センター　052-789-2658

［問い合わせ先］� 博物館事務室　052-789-5767

2019年3月15日発行
編集・発行／名古屋大学総務部総務課広報室
本誌に関するご意見、ご要望などは広報室にお寄せください。

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL 052-789-2699　FAX 052-789-2019　
E-mail : kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

名大トピックスのバックナンバーは、名古屋大学のホームページ
（http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/index.html）でも
ご覧いただけます。

No.310 2019年3月

名大ウォッチ

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp

6
3

8
2

新聞社で長く科学報道に携わってきた
辻 篤子 国際機構特任教授が、
本学ホームページでコラムを掲載しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

「高い志を持って進もう」
松尾清一総長が語るこれまでとこれから

フィリピンから広がる飢餓への挑戦

名古屋大学　チアーズ

http://jukensei.jimu.nagoya-u.ac.jp/index.html

受験生のための名古屋大学発見サイト「NU Cheers!」では、名大
生が講義やサークル等の大学生活や、受験勉強法等の受験生必見の
情報を紹介しています。その他、学生レポーターが取材した式典・
講演会等のイベントの様子も掲載しており、アカデミックなトピッ
クスも数多く紹介しています。
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保健医療リーダー

青色 LEDベンチャー 医学未来人材 アジア法律家 女性リーダー病 院

経済100周年 修学支援

図書館

農 学ジェンダー ITbM

工 学

附属学校 創 薬

PhD登龍門 理 学 数理科学減災館 150 医学150周年教育70周年 博物館 文学75周年

名古屋大学基金の
ご案内

名古屋大学が優れた人材輩出や世界的な研究成果により、今後も日本や地
域に貢献し続けるには、安定した独自財源が必要です。「名古屋大学基金」
はその基盤であり、皆様からのご寄附を、さまざまな事業に活用させてい
ただきます。何卒ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

名古屋大学基金の中には、研究推進や人材育成など、支援目的を
特定してご寄附いただける事業もご用意しております。プロジェクト 特定基金

詳しくはホームページをご覧ください。

ご寄附のお申込み、お問い合わせはDevelopment Office（DO室）あて（電話052-789-4993、
Eメールkikin@adm.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。

名古屋大学基金 http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/ アクセスはこちらから▶︎

3月25日に講堂で行う卒業式
　名大では、今年も3月25日に豊田講堂で卒業式（学
部学生・大学院博士課程前期課程）が行われます。
　1939（昭和14）年に創立された名古屋帝国大学が、
初めて卒業式を行ったのは1940年3月19日です。こ
の時卒業したのは、創立時に名古屋医科大学から医学
部に編入した学生たちでした。その後、戦時体制のた
め修業年限が短縮された関係で、1942年度からは9月
に卒業式を行うようになりました。
　戦後、1948年（1947年度）から再び3月に行うよう
になりましたが、3月25日が大学の休業日でなければ
その日、休業日の場合は次の月曜日に執り行うという
原則となったのは1953年からです。
　卒業式の会場は、名帝大創立以来、豊田講堂が建設
されるまでは、鶴舞キャンパスの附属図書館内の講堂
を通例としていました。ただ、1953年だけは、鶴舞
公園内の名古屋市公会堂を使用しました。大学の記録
によると、この年初めて新制の卒業生を送り出すにあ
たり、新制の卒業生と旧制の卒業生の式を一緒に行う

か否かを審議した結果、名古屋市公会堂で一斉に行う
ことになったとされています。3月25日に名大の講堂
で行うというあり方が始まるのは、1954年からにな
ります。
　豊田講堂を会場としたのは1960年からです。前年
の伊勢湾台風の影響で工事が遅れ、躯体工事は完了し
たものの竣工はしていませんでしたが（竣工は5月）、
それでも卒業式と入学式は豊田講堂で行いました。
　また、長い間、25日が土曜日でも行っていましたが、
1990年代に入り土曜日が休業日になると、27日の月
曜日に行うようになりました。
　1954年以降で、これらの原則から外れたことが一
度だけあります。それは2007（平成19）年で、3月23
日の金曜日に愛知県体育館で行いました。豊田講堂が
全面改修・増築工事で使えなかったためです。

1　�卒業式の日、鶴舞の附属図書館（左）を背景に記
念写真を撮影する法学部卒業生（1958年3月）。

2　�附属図書館内の講堂で行われた最後の卒業式
（1959年3月）。

3　�未完成の豊田講堂で行われた1960年（1959年
度）の卒業式。

4　�愛知県体育館で行われた2007年（2006年度）の
卒業式。

5　�2018年（2017年度）の卒業式。戦時体制下の
修業年限短縮の影響で1947年度に卒業式を2回
行ったため、2017年度が80回目の卒業式であり、
本年度は81回目となる。

1 2
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