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名古屋大学米国フレンズが創設されました

2019 年 1 月に、米国在住名古屋大学同窓生等の緩やか

場で NU Friends が設立されるに至りました。なお、この集

な集まりとして、米国在住同窓生有志一同により、名古屋

まりには、名大から木村彰吾理事・副総長（財務・施設整備

大 学 米 国 フ レ ン ズ（Nagoya University Friends in the

担当）にもご参加いただきました。

States）
（以下、
「NU Friends」）を設立しました。ここでは、
NU Friends について紹介いたします。

NU Friends 創設の背景

NU Friends は、メンバー相互の交流・親睦等を図るとと
もに、名大とメンバーとの連携と協力を密にし、名大の発

名古屋大学は世界屈指の研究大学となることを目指し、

展と社会への貢献に寄与することを目指しています。この

従前より国際的な活動を展開しています。特に米国では、

ため、NU Friends の活動として、①メンバー相互のネット

2007 年にノースカロライナ州のリサーチ・トライアング

ワーキング、情報交換、②名大の学生や研究者が米国で行う

ル・ パ ー ク に 現 地 事 務 所（Technology Partnership of

活動の支援を行うこととしました。NU Friends の特徴は、

Nagoya University, Inc.）（以下、
「NU Tech」
）を設置し、

そのメンバー構成にもあります。つまり、メンバーを名大の

国際産学連携、国際共同研究等に取り組むなど積極的な活動

卒業生に限定するのではなく、名大に短期留学した経験のあ

を展開しています。NU Tech が米国内で活動を行う際、名

る方、名大で研究活動をされた経験のある方、そして、NU

大の同窓生から、米国同窓会等についての問い合わせを受

Friends の目的に賛同していただける方など、緩やかな構成

けることが多々ありました。NU Tech が独自に調べたとこ

になっているのです。このように、基本的に誰にでも参加し

ろ、米国には、名大の同窓生や名大へ短期留学をされた方々

ていただける組織にすることにより、名大に「ゆかり」のあ

が少なくとも 250 人は存在することがわかり、さらに西海

る方に多く参加してもらえるのではないかと考えています。

岸、シリコンバレー近郊に、最も同窓生等が集中しているこ

なお、NU Friends の事務局は NU Tech が担っています。

とも判明しました。そこで、NU Tech の呼びかけにより、

NU Friends の Facebook も開設しましたので、是非、ご

2019 年 1 月、サンフランシスコで同窓生等の集まりを開催

覧ください。

したところ、32 人もの同窓生等が参加してくださり、その

2019 年 1 月にサンフランシスコにて開催された同窓生等の懇親会での集合写真
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NU Friends の概要

University Friends in the States
NU Friend Fund の設置

NU Friends の今後の活動

NU Friends の設立と同時に、Nagoya University U.S.

先の設立懇親会の際に、毎年 1 月にサンフランシスコに

Friend Fund（以下、「NU Friend Fund」）が NU Tech の

て定例の懇親会を開催することが決まりました。また、NU

下に設置されました。これは、NU Friends の活動のひとつ

Friends の Facebook 等を通じ、最近の名大の状況や、事

でもある学生、研究者への支援を行うべく、広くご寄附を募

務局を務める NU Tech の活動等について NU Friends メン

るための受け皿となるものです。当 Fund の寄附金は、名大

バーに随時情報発信を行い、NU Friends メンバーが、名

の学部生が夏季に米国へ短期留学する際の旅費等の支援に充

大や NU Tech が米国で実施するイベント（学生のプレゼン

てたり、名大の若手研究者が米国の研究者と本格的な共同研

テーション、学生との懇親会など）にも参加できるような機

究を行う前のシードグラント（主に互いの研究分野・内容を

会を設けたいと考えています。こうした活動等を通じ、学生

よく知り、コラボレーションできる分野を探すためのグラ

や若手研究者をさらに支援するために、今後、NU Friends

ント）の一部に使用することを想定しています。なお、NU

としても多くの方にその趣旨をご理解いただき、ひいては

Tech は米国 NC 州法に基づく NPO 法人であり、米国内国

NU Friend Fund にご寄附いただけるよう努力してまいり

歳入庁から寄附金に係る所得控除を認められています。よっ

ます。

て、NU Friend Fund にご寄附いただいた場合には、寄附
金額がご寄附してくださった方の課税所得額から全額控除さ

NU Friends は、まだまだ緒についたばかりの小さな集ま
りですが、メンバー間のネットワーキングや現役学生等への

れることになります。

支援を通じ、名大や社会に貢献できるよう取り組んでいきま
す。より一層のご理解・ご支援を賜れれば幸いです。

NU Friends in the States のロゴ

アクセス
NU Friends の活動等について
NU Friends Facebook▶

https://www.facebook.com/Nagoya-University-Friends-in-the-States-300964963886821/

ご寄附について
NU Friend Fund ▶

https://www.nutechtransfer.org/donation
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QA
先生に一問一答

大学院人文学研究科

河西 秀哉

&

Ⓠ
A

「 My Best Word」を選ばれた理由は？
以前勤務していた大学は、キリスト教主義の学校で、

聖書に触れる機会もありました。その中の一節です。
大学においても、研究においても、自ら探求していく

姿勢が大事だと思います。そうすると、きっと何かが
得られるはずです。学生のみなさんは、是非、教員の
研究室の扉をたたいてみてください。

MyBestWord

求めよさらば与えられん
Ⓠ
A

先生はどのような研究をされているのですか？

象徴天皇制の歴史を研究しています。日本国憲法に天
皇の地位は象徴と書いてありますが、はたしてそれは
どのようなものでしょうか。私たちにとって、天皇と
は何なのでしょうか。その歴史を研究し、今に至る過
程を明らかにしようとしています。また、その中で、
天皇が実際にどのように考え、行動したのかも研究し
ています。

Ⓠ
A
かわにし ひでや
名古屋市出身。2000 年名古屋大学文学部卒業、名古屋大学大学院
文学研究科に進学。博士（歴史学）。京都大学大学文書館助教、神
戸女学院大学文学部准教授などを経て、2018 年 10 月より名古屋
大学大学院人文学研究科准教授。趣味は合唱（とはいえ、最近は
忙しくてやれていません。そろそろ復活したい）。

この研究によって可能になることは？
普段の何気ない生活では、天皇制というものを意識し
ないかもしれません。しかし、歴史的に継続してきた
この仕組みは、日本社会の根本を形作るものの一つで
もあり、様々な制度や慣習に影響を与えています。そ
して、家族、仕事、人権……など、日本社会が抱える
問題の縮図が天皇制にも映し出されています。
この研究を通して、私たちにとって天皇とは何かとい
う問題を明らかにするとともに、それだけではなく、
日本社会の特徴を解明したいと考えています。
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Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？
昭和から平成に変わる前後、中日ドラゴンズは優
勝したにもかかわらず、天皇が病気ということ
で、優勝に関するイベントを自粛しました。そ
の光景を見て、当時、小学生でドラゴンズファン
だった私は、とても不思議に感じ、天皇制に興味
を持ちました。
とはいえ、研究対象としようと思ったのは、大学
に入学し、のちに恩師になる羽賀祥二先生（現・
名大名誉教授）が講義の中で象徴天皇制の話（い
わゆる「人間宣言」の意図の話でした）をされ、
それに魅了されたからです。

Ⓠ
A

研究が面白い！と思った瞬間はどんな時
ですか？

2019 年皇居一般参賀

歴史学は当時書かれたもの（史料）を読み、それ
に基づいて研究対象を明らかにする学問です。し
かし、史料を読み進めても、知りたいことが書い
ていないこともたくさんあります。1日中、図書

Ⓠ

館などにこもっても、まったく成果がなかったこ
ともあります。しかし、だからこそ、これぞといっ
た史料を見つけたときの喜びは大きいです。
また、1つの史料を読んでわからなかった事柄が、

A

新天皇の即位を控え、各種メディア等でコメントを
求められる機会も増えているようですが、今だから
言える、ここだけの話を聞かせてください。
メディアでは、スムーズに話していると見られる
ようですが、本当は内心ものすごく緊張していま

いくつかの史料を組み合わせて読むとわかってく

す。講義でも実は同じです（笑）

ることもあります。自分がこうだろうと予想して

私が研究を始めたときは、今ほど天皇について注

いた結論が、史料を読むことで変化していくとき

目されていませんでした。このテーマをやめよう

が、研究の面白さを感じる瞬間です。

と思ったことも、これまで何度もありました。続
けていてよかったです。

Ⓠ
A

くじけそうになったときは？
私たちは、自分の研究成果を論文や書籍の形で発
表します。大学院生の時、私が書いた論文は、な
かなか専門家の先生方による審査を通りませんで
した。何度も何度も書き直しましたが、自分の考

Ⓠ
A

今後の目標は？意気込みも含めてお願い
します。
象徴天皇制については、まだまだわかっていない
ことが数多くあります。それを少しでも明らかに

える意図がわかってもらえるような文章をどう書

していくことが目標です。その成果を講義で紹介

いていったらよいのか、全体の論理は一貫してい

し、学生のみなさんが天皇制について考えるきっ

るのか、本当に悩み、くじけそうになりました。

かけにしたいと思います。

現在は少しは慣れましたが、今でもまだ同じよう

また、多くの学生や院生と一緒に学んでいきたい

に悩み、苦しむときがあります。

です！
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9 全学同窓会関東支部平成30年度講演・交流会を開催
全学同窓会関東支部平成 30 年度講

交流会では、丹羽宇一郎関東支部長

演・交流会を、支部設立 15 周年を記

の挨拶の後、松尾総長が「名古屋大学

念して学士会館で開催しました。

の現状と未来への挑戦」と題した講演

講演会では、河江肖剰高等研究院准

を行いました。和田壽弘全学同窓会代

教授が「エジプトのピラミッド研究の

表幹事の乾杯の音頭で始まった交流会

最前線」と題し、その歴史やドローン

では、全員で学生歌「若き我等」を合

による三次元計測結果に基づく構造研

唱し、片岡大造関東支部顧問の挨拶に

究等を説明しました。

より、和やかなうちに終了しました。

参加者集合写真

11 国際熱帯農学ステーション・オープニング式典を挙行

2

名古屋大学国際熱帯農学ステーショ

ラットフォームで、これを通して、日

ン（ISTAS）のオープニング式典を、

本と ASEAN 諸国全体の教育研究・人

フィリピン・ロスバニョスで挙行しま

材育成のさらなる発展を目指します。

した。ISTAS とは、アジアサテライ

また、同日、ビサヤ国立大学、ISTAS

トキャンパス学院の事業の一環で、本

の活動に協力いただく国際稲研究所と

学がフィリピン大学ロスバニョス校、

の全学学術交流協定を締結しました。

ビサヤ国立大学、カンボジア王立農業

今後、ASEAN 地域での活発な連携が

大学と連携して運営する教育研究のプ

期待されます。

ISTAS オープニング式典

14 あいち小児保健医療総合センターと基本協定を締結

2

■大学院医学系研究科

小児医療の臨床研究の発展と人材育

医学部附属病院は、小児がん拠点病

成を目的に、あいち小児保健医療総合

院に指定されています。今回の協定締

センターと連携・協力を推進するため

結により、大学院医学系研究科におけ

の基本協定締結式を、愛知県公館で執

る高度な研究技術と、あいち小児保健

り行いました。本協定では、共同臨床

医療総合センターの持つ稀少疾患を含

研究などの研究協力、人材育成促進、

む豊富な症例との連携が促進され、地

研究施設・設備や研究資源の相互利用

域の小児医療への更なる寄与が期待さ

の活性化が推進されます。

れます。

基本協定締結式

14 第63回経営協議会を開催

2

経営協議会

6

第 63 回経営協議会を、ナショナル

了承されました。次いで、2019 年度

イノベーションコンプレックス（NIC）

予算（案）
、中期目標・中期計画の変

大会議室で開催しました。

更、平成 29 年度実績に関する評価結

松尾総長からの挨拶の後、平成 30

果、東海国立大学機構について報告し

年人事院勧告に対する対応方針と職員

ました。懇談では、ガバナンス・人事

給与規程等の改正、高田町団地・中山

給与改革、教育改革について担当理事

町団地の売却について総長及び各担当

らから説明があり、外部委員から、貴

理事から説明が行われ、審議の結果、

重なご意見が寄せられました。

Meidai News
18 「東海地区医工分野での産学官連携シンポジウム2019」を開催

2

■学術研究・産学官連携推進本部

アントレプレナーシップ育成プロジェ

タンフォード 大 学 の Japan Biodesign

クトTongali（文部科学省「次世代アント

（US）Program Director の池野文昭先

レプレナー育成事業」採択）は、産業界

生より、
「スタンフォード流医療機器開

を対象にした第2回東海スタートアップカ

発から学ぶイノベーション創出の秘訣」

ンファレンス「東海地区医工分野での産

と題して講演いただきました。また、東

学官連携シンポジウム2019」を、JRゲー

海地区から世界で活躍する医療機器産

トタワーカンファレンスで開催しました。

業、ヘルスケア産業を育成していくこと

今回は、医工連携に焦点をあて、ス

について、活発な議論が行われました。

パネルディスカッション

20 平成30年度「赤﨑賞」表彰式を挙行

2

平 成 30 年 度「 赤 﨑 賞 」 表 彰 式 を、

会での厳正な審査の結果、今年度は、

本部 1 号館第 2 会議室で挙行しました。

伊藤英人理学研究科准教授（研究テー

本賞は、本学に在籍する 35 歳以下の

マ：ナノカーボン構造体の精密化学合

学生及び研究者のうち、学術・科学技

成）が選ばれました。

術分野で将来的な発展や可能性が期待

赤﨑特別教授も見守る中、松尾総長

でき、本学の学術・科学技術水準の高

より表彰状が授与され、受賞者から

さを内外に知らしめることができる研

は、研究の更なる邁進を誓う謝辞があ

究者に対する顕彰制度です。審査委員

りました。

表彰式での記念撮影

22 平成30年度「PhD プロフェッショナル登龍門」シンポジウムを開催

2

博士課程教育リーディングプログラ

方の起業家 3 名を交えたパネルディス

ム「PhD プロフェッショナル登龍門」

カッションを行いました。その後、本

のシンポジウム「社会に羽ばたく博士

学の取り組みの近況として、杉山

人材の育成～20 年後の『ものづくり』

プログラムコーディネーターからの説

リーダー像を考える～」を、豊田講堂

明、PhD 登龍門履修生による活動・

シンポジオンホールで開催しました。

成果報告を実施しました。会場からの

株式会社ミライプロジェクト牧野隆広

質問、意見も多く寄せられ、盛況のう

代表取締役の基調講演の後、東海地

ちに幕を閉じました。

直

パネルディスカッション

23 KMI 国際シンポジウム・KMI スクールを開催

2

■素粒子宇宙起源研究機構（KMI）

2 月 18 日（月）から 23 日（土）にかけ、

第 4 回 KMI 国際シンポジウムにて

論の場となりました。続く 3 日間は、

第 4 回 KMI 国際シンポジウム及び第 2

大学院生を対象にした KMI スクール

回 KMI スクールを、ES 総合館で開催

「Particle-Antiparticle Asymmetry in

しました。

the Universe」を開催し、分野を牽引

松 尾 総 長 と 小 林 KMI 機 構 長 の 挨

する研究者による講義シリーズのほ

拶で始まった 3 日間のシンポジウム

か、優れたポスター発表者の表彰や修

は、
「Quest for the Origin of Particles

了証の授与も行いました。こちらは

and the Universe」 と 題 し、 日 本 を

10 カ国 94 名の参加者がありました。

含む 12 カ国 113 名の参加者による議
NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.311

7

今 名
が 大
わ の
か
る
!

26 名古屋大学オープンイノベーションシンポジウムを開催

2

名古屋大学オープンイノベーション

■未来社会創造機構

こすことを推進しています。

シンポジウムを、栄ガスビルで開催し

松尾総長による挨拶、文部科学省の

ました。本学は、文部科学省「オープ

担当者による事業説明等の後、地域の

ンイノベーション機構の整備事業」に

期待について藤原啓税中部経済連合会

採択され、企業の事業戦略に深く関わ

常務理事・事務局長より講演があり、

る競争領域に重点をおいた大型の共同

続いて産学連携を活用したイノベー

研究等をマネジメントし、地域の次世

ションのあり方等をテーマにパネル

代産業を創出するイノベーションを起

ディスカッションが行われました。

来場者で満員となった会場

27 平成31年度個別学力検査（前期日程試験）を実施

2

2月25日
（月）
から27日
（水）
の3日間、

筆記試験に受験生が挑み、3 日目は医

名古屋大学個別学力検査（前期日程試

学部医学科の受験生に対する面接試験

験）を、東山キャンパス、大幸キャン

を鶴舞キャンパスで実施し、全ての日

パス及び鶴舞キャンパスに設置した各

程を無事終了しました。

試験場で実施しました。募集人員1,734
名に対して、志願者数は 4,736 名（志

なお、合格発表は、3 月 9 日
（土）
11
時に行いました。

願倍率 2.7 倍）となりました。1 日目
及び 2 日目の両日は、午前 10 時からの
試験に臨む受験者

28 第24回名古屋メダルセミナーを開催

2

■トランスフォーマティブ生命分子研究所（ITbM）

第 24 回名古屋メダルセミナーを野

今 回 は、 デ イ ビ ッ ト マ ク ミ ラ ン

依記念学術交流館で開催しました。本

米国プリンストン大学教授と、安達

セミナーは、野依良治、山本

尚両本

千波矢九州大学応用化学部門教授が受

学特別教授の発案の下、有機化学の分

賞し、講演会では、すばらしい研究成

野で活躍されている国内外の研究者に

果の紹介とともに、若手研究者らへ熱

ゴールドメダル、シルバーメダルを授

いメッセージが贈られました。生憎の

与し、受賞講演を行っていただくもの

雨天でしたが、320 名を超える参加者

です。

を集め、大盛会となりました。

マクミラン教授（左から 3人目）と安達教授（左から2 人目）

3

2 佐藤彰一名誉教授瑞宝重光章受章記念講演会を開催
佐藤彰一名誉教授瑞宝重光章受章記

して講演を行い、およそ 60 名の関係

念講演会・祝賀会を野依記念学術交流

者が出席しました。最後に周藤高等研

館で開催しました。

究院長から閉会の挨拶がありました。

佐久間人文学研究科長の開会の挨
拶、加納

8

講演会後の祝賀会では、勲章を身に

修同研究科教授からの業績

つけた佐藤名誉教授を卒業生や研究者

解説の後、佐藤彰一名誉教授・高等研

が囲み、祝辞と花束贈呈で受章を祝福

究院アカデミー会員より、
「日本にお

しました。

ける西洋中世研究発展の新局面」と題
受章記念講演の佐藤名誉教授

■高等研究院・人文学研究科

Meidai News
3

9 名古屋大学基金感謝の集いを開催
「名古屋大学基金感謝の集い」を、

今回は、90 余名の方々にご出席い

豊田講堂で開催しました。
「基金感謝

ただき、減災館の見学会や基金担当の

の集い」は、名古屋大学基金へ高額の

木村理事から事業報告を行いました。

ご寄附をいただいた支援者の方々をご

その後、サックス奏者三四郎によ

招待し、名古屋大学基金の活動報告、

るミニコンサート、DAIKI によるイ

施設見学、ミニコンサート及び総長主

リュージョンマジックショーを開催

催の懇談会を催し、感謝の意を表す会

し、素晴らしい時間を楽しみました。

です。
イリュージョンマジックショー

25 平成30年度卒業式を挙行

3

平成 30 年度名古屋大学卒業式を、

負等を述べました。また、来賓の豊田

豊田講堂で挙行しました。松尾総長か

章一郎本学全学同窓会会長より温かく

ら、大学院修了生（修士 1,598 名、専

も力強いはなむけの言葉をいただきま

門職 17 名、博士 209 名）及び学部卒業

した。

生（学士 2,206 名）に学位が授与され
ました。

卒業式の模様はこちらからご覧いた
だけます。

式典では、総長からの祝辞を受け、
総代が恩師や友人への感謝と今後の抱

http://www.nagoya-u.ac.jp/info/30_3.
html

学位記授与

ブレイクタイム

医学部・医学系研究科で外部評価委員会を開催
1月31日（木）、外部評価委員会を、鶴舞キャンパス中央診療棟 A 特別会議室で開催しました。
今回は、宮園浩平東京大学大学院医学系研究科教授、片山直之三重大学大学院医学系研究科
教授、金田安史大阪大学大学院医学系研究科教授、五十嵐和彦東北大学大学院医学系研究科
教授及び吉田和弘岐阜大学医学部附属病院教授らを外部評価委員として迎え、自己点検評価
報告書の内容に沿って評価を行っていただきました。「学部教育」、
「大学院教育」、
「研究」、
「診
療」及び「業務運営」という 5 つの評価項目ごとに、順次、プレゼンテーションと外部評価
外部評価委員会

委員によるヒアリングが行われ、多忙なスケジュールの中、活発な質疑応答が交わされました。

文系教務課学生ロビーの愛称を「ビズリーチ・キャンパス名大」に決定
2 月 1 日（金）、名古屋大学初となるネーミングライツ・パートナーとの契約締結に伴い、株
式会社ビズリーチ 南

壮一郎代表取締役社長と松尾総長による共同記者会見を広報プラザで

開催しました。
本学は、昨年 8 月にネーミングライツ制度を導入し、その第一弾として、文系総合館 1 階「文
系教務課学生ロビー」の愛称を募集、「ビズリーチ・キャンパス名大」に決定しました。契約
愛称を披露する松尾総長と南社長

期間は、本年 2 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日です。この命名権料により、窓口業務の IT 化を
推進し、学生へのサービス向上を目指します。

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.311

9

学生の元気

総 長顕彰

30年度名古屋大学総長顕彰授与式

平成

島袋

3 月 25 日（月）
、平成 30 年度名古屋大学総長顕彰授

海理

（教育学部

人間発達科学科

4 年）

OCHIRKHUYAG SODCHIMEG

与式を、豊田講堂第 1 会議室で挙行しました。総長顕彰
制度は、学問の研鑽や文化・社会活動等を通じて「名古

		

（法学部

法律・政治学科

屋大学学術憲章」に掲げる本学が目指す人物像を実践し

牧野

恵美

（経済学部

ている学生を称えるために平成 15 年度に創設し、今回

山田

明里

（情報文化学部

で 16 回目を迎えます。

経営学科

4 年）

4 年）

自然情報学科

中島

弘瑛

（理学部

化学科

4 年）

今年度は、
「学修への取り組み」9 名、
「正課外への取

内藤

裕

（医学部

医学科

6 年）

り組み」4 件（個人 2 名、団体 2 組）が表彰され、松尾総

西尾

祐哉

（工学部

電気電子情報工学科

小島

なつみ （農学部

長から、受賞者に対し活動成果や努力への賛辞が、また、

岩田

4 年）

祥子

名古屋大学電情組

（受賞者一覧）

留学生 ･ 国際交流支援学生団体

■学修への取り組み部門
琴音

4 年）

■正課外活動への取り組み部門

指導教員等に対しては感謝の言葉が述べられました。

貫名

応用生命科学科

4 年）

（文学部

人文学科

國枝

4 年）

ヘルプデスク

真衣

他にも、こんな学生の活躍がありました！
医学系研究科博士課程の井汲一尋さんらが愛知県庁

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。

主催のスタートアップ育成プログラム「あいちアクセラ
レーター2018」に選ばれました！
平成 30 年度起業家甲子園において、情報学部学生の
チームが 3 つのスポンサー賞を受賞！
教育学部附属高等学校 2 年生の藤井聡太さんが 2018 年
度も勝率 1 位を達成！
10

名大ウォッチ

22 岩瀬文庫が語る人文学の力
3
「高い志を持って進もう」
6 松尾清一総長が語るこれまでとこれから
3

文庫本を
アマゾンでも
販売しています。

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

祝

受賞

井上科学振興財団の第35回井上学術賞、
井上研究奨励賞に本学の4名が選ばれる
12 月 14 日（金）、公益財団法人井上科学振興財団より井上学術賞、
井上研究奨励賞受賞者が発表され、本学に関係する 4 名が選ばれま
した。前者は、自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績を挙げた 50
歳未満の研究者に、後者は自然科学の分野で過去 3 年間に博士の学
位を取得した 37 歳未満の研究者で、優れた博士論文を提出した研究
者に対して贈られる賞です。
井上学術賞

伊山
松林

井上研究奨励賞

井上学術賞受賞者集合写真

修 大学院多元数理科学研究科 教授
嘉克 大学院理学研究科 教授

柏野

大地 大学院理学研究科修了（現スイスETH博士研究員）

福井

識人 大学院工学研究科 助教

井上研究奨励賞受賞者集合写真

五島剛太 理学研究科教授、柳井 毅 トランスフォーマティブ生命分子
研究所教授が第15回（平成30年度）日本学術振興会賞を受賞
12 月 27 日
（木）、日本学術振興会賞受賞者が発表されました。この賞は、創造性に富み、優れた研究能力を有する若
手研究者を見出し、早い段階から顕彰することで、その研究意欲を高め、研究の発展を支援することにより、我が国の
学術研究の水準を世界のトップレベルに発展させることを目的としています。
受賞者及び
受賞対象となった
研究テーマ

五島

剛太

柳井

毅

大学院理学研究科 教授

細胞骨格を生み出す新機構の発見

トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授 多電子理論に基づく量子化学計算法の開発と大規模計算への展開

森島邦博 高等研究院特任助教が NEDO TCP（Technology Commercialization Program）2018最優秀賞とオーディエンス賞を受賞
高等研究院 YLC 教員の森島邦博特任助教が、NEDO TCP（Technology
Commercialization Program）2018 の最優秀賞とオーディエンス賞を受
賞しました。本賞は、技術を基に起業して事業を大きく拡大させたいと考え
ている起業家、起業家予備群、起業意識のある研究者等を支援するためのプ
ログラムで、1）技術シーズの事業化に必要な知識を提供する「教育プログ
ラム」、2）専門家によるビジネスプランの作成支援・メンタリング、3）ビ
ジネスに結び付けるための大企業・ベンチャーキャピタル等へのビジネスプ
ラン発表、ネットワーキング、マッチングの機会が提供されます。

受賞式での写真（写真右が森島特任助教）

本学の学生2名が第9回（平成30年度）
日本学術振興会育志賞を受賞
理学研究科の木全祐資さんと生命農学研究科の萩尾華子さんが、
第 9 回（平成 30 年度）日本学術振興会育志賞を受賞しました。同賞
は、天皇陛下の御即位 20 年にあたり、日本の学術研究の発展に寄与
することが期待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰することで、
その勉学及び研究意欲を高め、若手研究者の養成を図ることを目的
として創設されたものです。
受賞者及び
受賞対象となった
研究テーマ

（写真左から）松下理事、木全祐資さん、萩尾華子さん、松尾総長

木全

祐資

大学院理学研究科

受精卵の非対称分裂による植物の上下軸形成機構の解明

萩尾

華子

大学院生命農学研究科

魚はものをどのように見ているのか－視覚中枢に関する研究－

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 3 1 1

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no311.html
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細菌の前進・後退を決めるタンパク質の
構造を解明！

－方向制御の人工ナノマシンの設計が可能に－

Point

アフリカで猛威を振るう寄生植物ストライガの
撲滅に向けて

－スフィンクスの名をもつ発芽刺激分子で穀物被害の軽減へ－

Point

○魚の表面に付着している細菌の一種である海洋

○ア フリカの穀物生産に打撃を与える寄生植物ス

性ビブリオ菌が持つべん毛モーターの回転方向

トライガを駆除するための分子「SPL7」の開

制御について、クラッチの役割をするタンパク

発に成功した。SPL7 は、穀物や土壌にいる細

質（FliG）中のどのアミノ酸残基が重要である
かを特定した

菌などに対する悪影響が少なく、極めて低濃度
でストライガの自殺発芽を促す

○特定したアミノ酸残基周囲の構造特性が回転方

○ SPL7 は 3 工程で合成できるため、広範囲でス

向決定に支配的な役割を果たすことを示した
○外 界の環境応答によるべん毛モーターの回転方向変換制御には FliG 及び
FliM タンパク質の精密な相互作用が必要不可欠であることが判明した

トライガの脅威から穀物を守ることができると期待される
○今回の研究成果を元にケニアでフィールドテストを行い、ストライガに対
する分子の効果を検証する予定である
関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

大学院理学研究科 錦
 野達郎大学院生 尾上靖宏特任助教（当時）
小嶋誠司准教授 本間道夫教授

鰭（ヒレ）を食べるアフリカの魚にも
利きがあることを発見
Point

トランスフォーマティブ生命分子研究所 土屋雄一朗特任准教授
大井貴史教授 木下俊則教授 桑田啓子特任助教 土方 優特任助教
大学院工学研究科 浦口大輔准教授

太陽光発電の普及に期待！

－太陽電池の高性能化に有用な新材料の開発－

Point

○ア フリカ大地溝帯に 200 万年前にできたマ
ラウィ湖に生息し、獲物の魚のひれを噛みち
ぎって食べるシクリッド（Genyochromis
mento）
には、特殊化した歯や下顎骨があり、
ひれに噛みつく直前の頭を傾ける「ひれ食行
動」に「右利き」と「左利き」があることを初めて発見した
○利きはマラウィ湖のほか 1000 万年前にできたタンガニーカ湖に棲む鱗食
魚、魚食魚やエビ食魚などの捕食魚に広く見いだされ、利きの進化や分子
基盤の理解につながることが期待される

○太 陽電池用の高性能な酸化チタン極薄膜の詳細
な構造が解明できていなかったため、高性能化
への指針が不十分であった
○非 常に微小な領域が観察できる顕微鏡と化学的
な結合の状態を調査可能な解析手法を組み合わ
せることにより、太陽電池応用に有望な酸化チタンの詳細構造を明らかに
した
○詳細な構造の解明により、高性能な新材料を作製するための構造設計の指
針を示すことができ、太陽電池の高性能化が期待できる

関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

小田洋一名誉教授

大学院工学研究科

望月健矢大学院生
山本剛久教授

マイクロニードル型「貼るだけ」人工膵臓の開発

－1週間以上の持続性と急性（血糖値）応答性を
両立した世界初のプロトタイプ－

Point

関係する本学の教員等
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黒川康良准教授

量子測定の誤差を定義する問題を解決

－「量子測定の『誤差』って何？」に答える－

Point

○
「エレクトロニクス制御フリー」、「タンパク
質フリー」
、
「ナノ粒子フリー」な仕組み
○ 1 週間以上の持続性と血糖値応答性を世界で
初めて両立
○マ イクロニードル化による低侵襲性、安定
性、経済性、審美性を格段に改善するための、臨床応用へ向けた研究展開
に期待

環境医学研究所

後藤和泰助教

宇佐美徳隆教授

菅波孝祥教授

〇量子測定の誤差に関する新理論を構築。標準
的理論として量子情報技術の開発などにつな
がると期待される
〇従来の誤差の計算式では、不正確な測定でも
値が零になる問題があったが、量子性に由来
し、解決不可能だとされてきた
〇本研究では、測定する状態を変化させると従来の計算式では隠れていた誤差
が現れる現象を突き止め、この問題を克服した新しい計算式を導き出した
〇不確定性原理を表す「ハイゼンベルクの不等式」の不備を改めた「小澤の
不等式」は、形を変えずにこの計算式で出した誤差の値で成立する
関係する本学の教員等

田中 都助教

小澤正直名誉教授

「温めると縮む」革新的な新材料を開発！

緑内障手術練習用の眼球モデルを開発

－電子デバイスや精密機器の熱膨張制御に期待－

－ヒトの強膜の感触を忠実に再現－

Point

Point

○新 しいメカニズム－原子内電荷移動－による

○眼球の白目部分にあたる強膜を薄切りして縫

巨大な負熱膨張

合することが可能な緑内障手術練習用の中空

一 硫化サマリウムのサマリウム原子を一部、

状眼球モデルを開発した

イットリウム原子に置換して実現
○結晶の方向に機能がよらない理想的な負熱膨張材料としては最大の体積収

○繊維材料とエラストマー材料を多層状にする
ことにより、剥離性を有し、柔軟でちぎれにくく、めくれるという全ての

縮量

要件を満たす厚さ 1mm の模擬強膜の開発に成功した

繰り返される温度変化でも、歪みや欠陥が入らず、機能が安定

○世界に先駆けて、実際の手術のように強膜の薄切りと縫合の練習が可能と

○機能がサイズによらず、微粒子化も可能

なり、若手医師の早期習熟に貢献することが期待される

 子デバイス内部など、ミクロンスケールの局所領域での熱膨張制御が
電
可能
関係する本学の教員等

大学院工学研究科

関係する本学の教員等

竹中康司教授

浅井大悟大学院生

岡本佳比古准教授

未来社会創造機構
大学院工学研究科

脳が左右非対称に働く仕組みが初めて
細胞レベルで明らかに！

新井史人教授
小俣誠二特任助教

観測ロケットFOXSI-3が軟 X 線太陽像を新手法で描く
－観測ロケット実験 FOXSI-3で取得した世界初の
太陽コロナ観測データの公開－

Point

○我々の脳は基本的に左右対称の構造であるが、
多くの場面で左右非対称に活動することがで
きる
○左 脳と右脳間の「相互抑制」が左右非対称な
脳活動にとって重要な役割を果たしていると考えられてきたが、その実態
は長い間不明であった
○魚が刺激や敵から素早く逃げる（逃避運動）ときに働く神経回路を対象に、
相互抑制回路を単一細胞レベルで明らかにし、それが左右の脳の神経細胞
の活動および逃避運動に果たす役割を世界で初めて明らかにした




〇 2018 年 9 月 7 日 に 行 っ た 国 際 共 同 太 陽 Ｘ線
観測ロケット実験 Focusing Optics Solar X-ray
Imager の 3 回目の打ち上げ（FOXSI-3）で史上
初めて実現した太陽軟Ｘ線（0.5～5 キロ電子ボ
ルトの帯域）の撮像分光観測のデータを公開した
〇太 陽のほぼ全面に渡り、軟 X 線によりコロナの 
プラズマの空間分布、時間変化、エネルギースペクトルを調べられる
〇名古屋大学では、宇宙地球環境研究所が高速 CMOS カメラの開発を、理学
研究科が X 線のみ透過させ太陽の強烈な可視光を遮光するフィルターの開
発を担当している




Point






関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

小田洋一名誉教授

宇宙地球環境研究所 石川真之介研究員
大学院理学研究科 三石郁之助教

他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。

ブレイクタイム

名古屋大学 研究教育成果情報








http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html

医学部附属病院、小児医療に関するクラウドファンディングを開始

医学部附属病院は、3 月 7 日（木）、小児医療に関するクラウドファ
ンディングプロジェクトを立ち上げ、寄附の募集を開始しました。
同プロジェクトでは、「新生児・小児用ドクターカー購入に係る
プロジェクト」、「小児用医療器具購入に係るプロジェクト」、「CT・
MRI 室の子ども向け装飾に係るプロジェクト」を 3 つの柱として、
2,500 万円を目標としています。小児用設備購入は、医療材料や老
朽機器の更新のための支出の後手に回ってしまい、診療収入や国の

＞詳細は WEB をご覧ください
（募集は 5 月 31 日 23 時まで）
https://readyfor.jp/projects/nagoya_u_hospital/
＞お問い合わせはこちら
READYFOR プロジェクト事務局
TEL：070-1302-3881

田中

補助金だけではその費用を賄えない現状があります。必要な設備を
揃え、未来ある子どもたちの命を救うため、みなさまのご支援をど
うぞよろしくお願いいたします。
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名古屋大学発ベンチャー

革新的接ぎ木技術で農業を変える


グランドグリーン株式会社

弊社は、名古屋大学発の革新的接ぎ木技
術を基盤としたアグリバイオ分野のスター
トアップです。これまで不可能であった
全く異なる植物同士での接ぎ木を可能にす
る異科接ぎ木技術“iPAG”をはじめ、新た
な品種を短期間で作り出す新品種創出法、
自動で接ぎ木生産を行うための自動接ぎ木
システムなどを開発しています。品種改良
や接ぎ木苗の生産には、時間と手間がかかるというこれまでの常識を覆し、様々なニーズに応える新たな作物
種苗を短期間で提供していくことで、農業を成長産業に変革していく一翼を担いたいと考えています。
2017 年の設立以来、協力してくださるパートナー企業、社外からサポートしてくださる専門家の方々、また、
志を同じくするメンバーを徐々に増やしながら、少しずつ、しかし確実に歩みを進めてきました。アグリバイ
オという分野の特性上、開発では植物の生育を待たなくてはならない局面が続きます。スタートアップとして
期待される成長速度とのバランスをうまく取りながら、世界を変えるべく、これからも着実に成長を続けてい
きます。
URL

http://www.gragreen.com/home

名古屋大学発ベンチャー

多様性のある世界を名古屋から
～外国人留学生の就活の新常識を創る～

株式会社 Harmony For
大学生活後半の大きなイベントに、
「就活」があります。
日本で就職することを望む学生なら誰もが通る関門。近年の
「就活」では、日本人だけでなく、外国人留学生の姿を見るこ
とも増えてきました。しかし、日本人にも負けない熱意を持っ
て果敢に就活へ挑み続ける彼らが、外国人特有の多くの壁に
ぶつかっている現状をご存知でしょうか。株式会社 Harmony
For は、このような状況に問題意識を持った鷲見陽介（当時情
報文化学部 3 年）と、現代表の塚本将弘によって、2016 年に設
立された名大発ベンチャーです。外国人留学生に特化した就職
支援サービスを展開し、独自の手法で外国人留学生と企業の
ニーズをきめ細かに把握することで、双方にとって最適なマッ

岐阜大学で開催した企業と留学生の交流会にて
講演する塚本代表

チングを生み出し続けています。現在では多くの企業や大学と連携を進め、社会課題解決企業として多くの新
聞やテレビにも取り上げられています。私たちは今後も、熱意ある外国人留学生の夢に寄り添い、彼らの可能
性が最大限発揮される社会を実現することで、多様性のある社会を創りあげていきます。
URL
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http://harmonyfor.co.jp/

定年退職された教授 の

ことば

（原文のまま掲載しています）

自由闊達を実感する 18 年間でした

教育研究と産学連携と

渡辺

財満

芳人

理事・副総長（物質科学国際研究センター）

鎭明

理事・副総長（未来社会創造機構）

2001 年 4 月に理学研究科物質理学専攻（化

1986 年に工学部結晶材料工学専攻に講師と

学系）に分子科学研究所との併任で赴任して、早

して赴任して以来、約 33 年間名古屋大学にお世

いもので 18 年になります。その間、野依先生を

話になりました。この間、所属はいくつか変わ

はじめとする 6 名の方々がノーベル賞を受賞し、

りましたが、一貫してシリコン ULSI 用の材料、

授賞式に出席出来たことなど、望外の思い出です。

プロセス、デバイスに関する教育研究を行って

名大赴任に際し想像できなかった出来事は、

きました。幸い、同僚や学生にも恵まれ、研究者・

濵口先生が総長に就任する際、研究と国際担当
の副総長に指名されたことです。名大在職 8 年目で、評議員や研究科長
の経験もない人間を抜擢するとは、なんという蛮行でしょうか。また、

教育者として充実した 33 年間を送らせて頂いた
ことを非常に感謝しています。
また、2012 年に思いがけず産学官連携推進副本部長を拝命して以来、

それを受け入れて 10 年間に亘って理事・副総長職を全うさせてくれた

学術研究・産学官連携担当として大学運営に関わってきました。当時は

のは、名大の『自由闊達』な気風によるものと思っています。指定国立

出遅れ気味であった本学の産学連携を立て直すべく、関係者の方々と共

大学構想で約束した様々な改革、そして岐阜大学との法人統合など、課

に組織改革や様々な仕組み作りを行ってきました。本学は研究や産学連

題が山積みの状態で退職することには、後ろめたさも感じます。名古屋

携に対する非常に高いポテンシャルがあります。組織を超えた連携強化

大学の益々の発展を願っています。

により、より一層ビジビリティが向上されることを願っています。

「蔵拙」と「蘆火純青」
前島

正義

副総長（大学院生命農学研究科）

自由にさせてくれた名古屋大学
和田

肇

副総長（大学院法学研究科）

名古屋大学の教員として二度お世話になりま

私は生来、勝手気ままで、へそ曲がりで、周

した。若い人たちと未知の生命分子の研究に取

りの人たちはさぞかしハラハラしていたことだ

組み、成果を論文にまとめ、世界の研究者と交

ろう。若気の至りで先輩の教員と激しくやり

流のできる特別な環境を享受できた年月でした。

合ったこともしばしばあったが、彼らはいつも

2011 年春には、大震災・事故があり、多くの

寛容であった。法学部は、計 3 年半もの間、在

人と同様に、広く周りの人のためにこそ人は懸

外研究に出させてくれ、学外でボランティアで

命になれるという気持ちの中で大学としての対

務める役職に従事したときにも、温かく見守っ

応にも取組みました。研究科運営、大学の評価・総合企画、博士課程教

てくれた。ただし、そんな私でも教育、研究、そして大学・学部運営に

育プログラムも担当させていただき格別な経験を積むことができまし

ついて、人並みには手を抜かずにやってきたから、その点では他人に迷

た。表題は、海外の友人から頂いた書の掛軸の言葉です。それぞれ、若

惑をかけなかった自負がある。名古屋大学に勤務して 37 年、特に最後

い人の幼く見えるけれども優れた資質、成熟した人の澄んだ色の情熱、

の約 20 年間は、30 名程のアジアからの留学生の指導に取り組み、一

の意と理解しています。前者は教育の場で大切なこととして心に留めて

緒に私の故郷に旅行するなど、公私ともに楽しむことが出来た。長年、

います。在職中は教職員・学生の皆様から多くを教示いただき支えてい

禄を食わせていただいたことへの、せめてもの恩返しであった。自由に

ただきました。ありがとうございました。

活動させてくれた名古屋大学に感謝したい。

宗教文化遺産テクスト学の探究へ

名古屋大学での 24 年間をふりかえって

阿部

松澤

泰郎

大学院人文学研究科

和宏

大学院人文学研究科

着任より四半世紀を経て、この間、比較人文

いつも親切に対応してくださった事務職員の

学講座の創設に始まり、人文学の理想を追究す

方々や協力してくださった同僚の先生方、向学

る試みを続けてきた。文学研究科の先端学術拠

心旺盛な学生たちに支えられて、24 年間にわ

点への挑戦であった 21 世紀 COE への参加を得

たって教育研究に携わることができましたこと

て、その成果を発展させ社会に接続するため「人

に、感謝の気持ちで一杯です。心よりお礼を申

類文化遺産テクスト学研究センター」を設置、

し上げます。国際シンポジウムを日本とフラン

基盤を支える科研（S）「宗教テクスト遺産の探

スで 7 回にわたり開催したりフランス文学会の

査と綜合的研究」により、目指す領域融合的な人文学アーカイヴス・

全国大会を引き受けたりしたのも、名古屋大学に在職していればこそで

ネットワークの夢を実現しようとしている。先端拠点形成事業 Core to

きたことでした。学生たちと授業や木曽高原での夏季合宿で議論したこ

Core プログラム採択により、国際的な人文遺産の研究共同体構築も始

と、研究指導した院生が学会誌に論文掲載されたり、博士号を取得した

まった。これらの活動を常にうながし続けた、宗教テクストの宝庫、大

り、専任教員に決まった時などに喜びを分かち合えたこと、グローバル

須観音の整理目録化は生涯の務めとなった。今後も、高等研究院に在籍

COE での多忙を極めた 5 年間の日々などが、今では懐かしい思い出と

させていただき、名大を拠点とするあらたな学術領域の創成に携わるこ

なっています。名古屋大学において価値観を探求する真に有意義な人文

とになる。皆様との更なる協働を心より楽しみにしている。

学の深化を祈念いたします。
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名古屋大学での 30 年

名古屋大学での思い出

大谷

定形

尚

大学院教育発達科学研究科（アジア共創教育研究機構）

衛

大学院法学研究科

1989 年つまり平成元年に名古屋大学に着任

法学研究科は 1990 年代後半からアジア諸国

して以来、30 年を過ごさせて頂きました。地方

や旧社会主義国など体制移行国の法整備事業を

国立大学から名大に来た私は、そのアカデミズ

積極的に推進してきたが、ある年、私はラトビ

ムと、それを支える自由な空気を大いに享受し、

アから一人の大学院留学生を受け入れることに

また常にそれに導かれながら仕事をしてきまし

なった。彼女はバルト海の真珠とよばれる首都

た。それはテクノロジーの教育利用に関する研

リガの絵葉書を一枚もって研究室を訪れた。そ

究でしたが、それと同時に、その研究に必要な

こには中世の街並みを残し世界遺産に登録され

質的研究方法論の研究も進めてくることができました。またその間、附

るリガの遠景が写しだされていた。リガは私の専攻する国際政治学のパ

属学校長を 3 年間務めさせて頂きましたが、それをしなければ自分の人

イオニアであり、名著「危機の 20 年」の著者 E．H．カーが、1920 年

生には無かったと思われるような、何ものにも代えがたい貴重な経験

代の一時期、外交官時代を過ごした街である。学生はひた向きな研究姿

を、附属の教職員・生徒と共に、たくさんすることになりました。名古

勢によって「体制転換と政治文化」をテーマに学位を取得した。そして

屋大学のすべての構成員の方々に深い感謝を表するとともに、名古屋大

定年を迎えた今、私は学生時代に学問的魅力を教えられた、カーの「リ

学が、今後もその akademische Freiheit とともに発展していくこと

アリズム」と「ユートピアニズム」のあいだの相克と緊張の問題をもう

を祈っています。

一度考え直してみたいと思っている。

名大生のグローバル化を目指して

記憶の中の名古屋大学

佐野

川口

良雄

大学院経済学研究科

潤

37 年間一般企業で勤務した後、2013 年 4 月

大学院情報学研究科

1995 年に情報文化学部に赴任してから、24

に名古屋大学に奉職し 6 年間の教員生活を終え

年の長きにわたりお世話になりました。その後、

ました。企業での実務経験や海外駐在の経験を

環境学研究科、情報学研究科に所属し、学部は

基に「名大生のグローバル化」に貢献すること

情報学部というように、近年の名古屋大学変革

が最大のミッションと認識していました。学部

の中にあったように思います。部局長も経験し

生には可能な限り機会を作って海外に同行し、

ましたので、その間の大変さも実感としてあり

現地大学との連携強化を図り、学生には日系企
業の活動を学習してもらうよう努めました。留学生には日本企業の特
色、ビジネス慣行などを説明し異文化理解を深めてもらうことを念頭に

記憶の心理学を専門としていますが、多くの優れた学生、大学院生、

置いて活動しました。また、ビジネスの第一線でご活躍の方々を講師に

ポスドク研究者と一緒に仕事をすることができました。若い世代の活躍に

招き、現在の日本がどの様な状況にあるのかを理解してもらうこともで

何らかの点でお役に立てたとすれば、名古屋大学で仕事ができたからに

きたと思います。日本を取り巻くグローバルな環境は大きく変化してい

他なりません。最近の研究から「なつかしい思い出が心理的健康を高め

ます。名大卒業生がグローバルな舞台で飛躍し、留学生が母国と日本と

る可能性」が見いだされつつありますが、その意味でも私の今後の健康

の懸け橋となって大いに活躍されることを願っています。

は名古屋大学でのなつかしい思い出が支えてくれることになりそうです。

20 年は短くて長い

呼吸器外科学講座を創設していただいて

藤本

横井

豊士

大学院医学系研究科

香平

大学院医学系研究科

私が医学部教授として着任したのは 1999 年

2004 年 5 月当時の胸部外科学講座に助教授

4 月、毎日同じような生活を繰り返しているう

としてお招きいただき、およそ 15 年間お世話

ちに、気づいたら 20 年経っていたというのが実

になりました。卒後長らく一般病院に在籍し 50

感です。しかし振り返ってみると、この間に起

歳にして再び大学に戻りましたので、当初は診

こった巨大な変化に愕然とします。1999 年当

療以外の教育・研究に戸惑うことも多々ありま

時、学生が創業した Google や Facebook が 20

したが、多くの皆様のご協力を得て、曲がりな

年後に世界トップの企業になると予測した人は
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ますが、変化の中でこそ起こりえた多くの方と
の出会いは貴重な財産となっています。

りにも務めを果たせたかなと思っております。

いなかったでしょう（そもそも Facebook はまだ存在していなかった）。

2013 年 4 月には胸部外科学講座から分離独立させていただき、名古屋

名大から 6 名のノーベル賞受賞者が出ると予想していた人もいなかった

大学に初めて呼吸器外科学講座を開設することができました。このこと

に違いありません。大学の中にいると気づきませんが、私たちのまわり

は臓器別診療学科の設置を求めるわが国医学部の流れに歩調を合わせる

には短期間に大きな変化を起こしうる種がいっぱい転がっているのだと

とともに、診療・研究を充実させていく上で大きな進歩となりました。

思います。20 年後に世の中がどうなっているのか誰にも分かりません

また、わが国呼吸器外科学の発展にも寄与していく基盤ができたと考え

が、新たな世界を切り拓く成果が名大から発信されることを期待してい

ます。このような時期に名古屋大学に奉職できましたこと、改めて大学

ます。

の関係者の皆様に感謝申し上げます。

定年退職された教授 の

名古屋大学大幸キャンパスでの 20 年

公衆衛生学の教育研究の 37 年

小嶋

榊原

哲人

大学院医学系研究科

久孝

名古屋大学大幸キャンパス・保健学科の教職

ことば

大学院医学系研究科

1972 年 に 医 学 部 の 教 員 と な っ て 以 来、37

に着任して 20 年。当時の保健学科は短大から大

年 間 名 古 屋 大 学 で 過 ご し た こ と に な り ま す。

学へと改組され、学生の質（偏差値）も各段に

1998 年から新設された保健学科でしたが、学

上がったと聞きます。学生からは「目指せ、ネ

部運営の確立、博士前期課程、さらに後期課程

イチャー／サイエンス」の声も聞かれるなど、

の立ち上げと、教育研究組織の整備に多くのエ

とても驚いたことが思い出されます。指導学生

ネルギーを注ぎました。新しい保健学科をつく

には私の研究領域である血栓止血学研究に興味

るという夢のある時間でもありました。博士課

をもつよう指導し、国内外から評価される研究成果を目指してここまで

程設立後には、自治体や企業の保健師さんが大学院に入学してきて、私

やって来ました。研究は、「なぜ？」「どうして？」と疑問に思うことか

の研究フィールドも広がり、研究テーマも多様になりました。テーマと

ら始まります。なかなか大きな成果は出せるものではありませんが、学

して多忙な現代社会でのメンタルヘルスの課題を中心として、職場スト

生たちの地道な努力と逆転の発想から通説を覆す大発見をすることがで

レス、睡眠障害、過重労働、疎遠な人間関係などについて興味深い知見

き、世界に発信しました（NEJM 誌掲載）
。私にとっての大幸キャンパ

が得られました。研究熱心な院生の保健師さんたちとの共同研究があっ

スでの 20 年は、好きな研究で生活することができた、とても恵まれた

ての成果でした。多くの皆さんの協力を得て名古屋大学で教育研究がで

職場環境であったと大変感謝しています。

きたことを感謝いたします。

Time To Say Goodbye

定年退職を迎えて

前川

入谷

厚子

大学院医学系研究科

英司

大学院工学研究科

桜が咲く頃に私は 65 歳の節目を迎え、大幸

昭和 47 年に名古屋大学に入学して以来、学生

キャンパスの学び舎を去る。青春期に 7 年を過

生活と教員生活の全てを一貫して名古屋大学で

ごした鶴舞時代と 40 代半ばで看護起業家から

過ごさせていただきました。恩師の影響を受け、

教育研究者に転身した 20 年の歴史はかけがえの

化学工学という学問分野の中の濾過という領域

ない資産となった。青春の日々より、
「看護学の

を、一筋に研究してきました。もともと実学に

礎となる」という強い Passion と Mission を胸

近いと言われる分野の中で、できる限り普遍的、

に刻み、微力ながらも母校でそれが実現できた。

基礎的な現象にこだわって研究を進めてきたつ

つまり、3 年制の専門学校から短期大学を経て 4 年制大学、そして、大

もりであります。その意味では、世を賑わす華々しい成果には無縁でし

学院設置により看護学博士育成とがん専門看護師教育コースの充実とい

たが、いつか自身の研究成果が世の中の役に立つ時が来ることを願って

う国際水準への変化をもたらした。私は看護実践家として「排泄ケアの

おります。ささやかな達成感を抱きつつ名古屋大学を去ることができる

深化」をライフワークに選んだ。これが人づくり・モノ創りが育まれる

のも、これまでお世話になった大学の教職員、研究室の諸先輩・同僚、

アカデミア環境において「摘便バッグ」
「ポータブル腸電位計」等の発

学生の皆様のおかげであり、深く感謝しますとともに、名古屋大学のま

明と特許申請に繋がり、次世代のヘルスケアに活かされている。最後に、

すますのご発展を心より祈念いたします。

唯一無二の人生航路に感謝して“♪Time To Say Goodbye”
。

定年退職にあたって

名古屋大学の栄養生化学分野の教員として

佐藤

下村

健一

大学院工学研究科

企業の研究所から名古屋大学に迎えて頂き、

吉治

大学院生命農学研究科

私は、昭和 53 年より名古屋大学大学院医学

早いもので 15 年が経ちました。私の研究分野は

（現、医学系）研究科生化学第二（現、分子細胞

通信ネットワークですが、アーキテクチャから

化学）研究室に大学院生および助手として合計

システム・部品までを含む広い領域にわたりま

で 9 年間在籍し、その後、平成 20 年より名古屋

す。そのため色々な外部機関との連携研究も多

大学大学院生命農学研究科栄養生化学研究室に

いのですが、広範な活動を制約無く自由にでき

教授として約 11 年間勤めました。従いまして合

たのは大学という環境のおかげだったと思って

計で約 20 年間もの長い間、名古屋大学にお世話

います。一方、世界的に見て独特な日本の大学院教育制度をグローバル

になりました。私の専門は、生化学を基礎とした栄養学ですが、名古屋

化にどう対応させていくかなど、大学（国）として重要な、また、難し

大学で研究を実施できたおかげで、自身のライフワークである分岐鎖ア

い課題も多くあるのも現状だと思います。

ミノ酸（BCAA）研究にも巡り会え、日本の栄養科学・アミノ酸科学に

大学での生活は、自分の意志とは言え、自由な時間を大幅に制限せざ

ある程度貢献できたと思っています。また、これまでの人の繋がりが私

るを得なかったのですが、今後は自分の意志で違う方向に舵を切れるの

を育んでくれたと思っていますので、研究生活の中で巡り合った多くの

を楽しみにしています。最後に、これまで大学で生活をともにした皆様に

共同研究者および学生諸君に感謝したいと存じます。これからは名古屋

御礼申し上げるとともに、ますますの名古屋大学の発展を祈っています。

大学を外野から応援していきます。
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名大での 24 年間を振り返って

自由闊達な学風

牧

久野

正敏

大学院生命農学研究科

覚

大学院環境学研究科

1994 年 12 月に京大ウイルス研究所から名大

助手として名古屋大学に赴任して以来 37 年余

農学部に赴任しました。当初は阪神淡路大震災

りになります。当初はあまりよく分かっていま

や地下鉄サリン事件など暗い世相が待ち構えて

せんでしたが、しばらくして自由闊達という学

いましたが、東山公園や近隣の見事な桜に癒さ

風であることを知りました。私の出自は建築環

れました。研究所とは異なって多くの学部・大

境工学と言って、建築の中の音・熱・空気・光

学院学生と接することにより、気持ち的にとて

を取り扱う分野です。しかしながら、博士論文

も若返ることができました。肉体的な衰えは仕

は住民意識の研究で物理量が全く出てこない論

方ないとしても精神的な年齢を若く保つためには、新しいことに絶えず

文でした。恐らく建築環境工学では全国的に見ても初めてだったであろ

挑戦する意欲をもち続けることがその秘訣だと、最近思うようになりま

うと思います。後に、建築構造の教授から、私の採用を決める際に、こ

した。研究に際しても、余計なことを考えず怖いもの知らずでチャレン

ういう研究をするのが要ると思った、と言われました。このような環境

ジしたときほど案外うまく行きました。年齢を重ねるとついつい失敗を

の中で、好き勝手に研究をしてきたように思います。どちらかというと、

したときの姿が脳裏をよぎり、ネガティブ思考に陥りがちですが、これ

地道に積み重ねていくというよりも、閃きが先で理屈は後からついてく

からも失敗してもくよくよせず、いい経験ができたとポジティブ思考を

るという生き方をしてきました。名古屋大学が性に合っていたと思って

したいものです。

います。深く感謝しています。

定年退職にあたって

アカデミズムとはほど遠かったですが

柴田

竹内

隆

大学院環境学研究科

恒夫

大学院時代から大気測定のためのレーザー

1976 年に本学経済学部を卒業後、30 年間、

レーダー技術を開発し、これを使って大気を観

環境庁・環境省で気候変動対策、3R などを担当

測して、気候や気象に関わる大気の諸特性を明

し、2006 年に転職してきました。平成改元と

らかにするという研究を、特に名古屋大学では

ほぼ同時に、地球環境やエコが時代精神となり、

大気中のエアロゾル粒子（微粒子）に関する研

ブームは 5、6 年前まで続きました。多くいた学生

究を、すすめてきました。名古屋大学には平成

たちと一緒に研究費や活動費を獲得し、市民団体、

4 年、太陽地球環境研究所に赴任し、その後、

企業関係者などとの協働で、いくつかの社会実験

平成 13 年に創設された環境学研究科に異動して今年定年を迎えます。

や低炭素都市ロードマップづくりなどに取り組みました。30 年前に国連

その間、研究室や国内外の観測地で大学院や学部の若者達と共に仕事を

によって提唱された Sustainable Development（SD）は、2005 年から

する数々の機会をもつことができました。これは人生で最も素晴らしい

の教育（ESD）や 2015 年からの目標（SDGs）へと深化しました。名大 6

経験だったと思います。また、27 年間の在職中の、同僚の方々とのい

大学院連携 ESDプログラムを編成し、中部 ESD 拠点では、中部サステナ

ろいろなやりとりが懐かしく思い出されます。当初の私の予想をはるか

政策塾（政治塾ではありません）を開講しました。2017 年からは、パリ

に超える長い年月、直接間接にお世話になった皆様に心よりお礼申し上

協定達成を目指す自治体の気候変動・エネルギー対策を促進させる欧州

げます。ほんとうに有難うございました。

委員会（EC）のプロジェクトを進めています。しかし、もう定年退職です。

名古屋大学での 11 年を振り返って

教養部を卒業することになりました

西村

村田

浩一

大学院環境学研究科

静昭

大学院環境学研究科

札幌から新潟を経て、ここ名古屋大学に御縁

1982 年 9 月名古屋大学教養部に助手として

をいただいて約 11 年となりました。東海地方の

赴任しました。当時、教養部は、全国的に学生

自然災害と言えば、何はさておき「地震」が喫

からは「休養部」、一部の学部教員からは「蝶々

緊の課題でありますが、その中で、雪崩、吹雪

蜻蛉も鳥のうち」と揶揄されるような状態で、

などマイナーな雪氷災害の研究を自由にさせて

名古屋大学では教養部の改革が始まっていまし

いただいたことに深く感謝申し上げます。赴任

た。ここでは研究力を強める人事が行われ、私

してまだ右も左をわからないうちに研究科の執
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大学院環境学研究科

も公募によって選ばれ、研究に努めてきました。

行部に選出されてしまい、周りの方々にはご迷惑をおかけいたしました

私にとって、教養部に入れて良かったのは、専門分野の化学以外の多く

が、多くの皆様にお目にかかる機会を得たことは大変貴重な財産となり

の先生方との知己を得られたことです。中でも、人文科学や社会科学と

ました。当時も含め、変革や改革という名のもとで教育、そして、研究

いった理系以外の友人と酒を酌み交わし語り合うことで、まさに全人教

環境は年ごとに厳しくなっております。博士後期課程の学生減少にも歯

育を日夜実践し続けるという得難い経験が積めました。私は、これを学

止めがかからず、研究の発展が危惧されるという状況での定年となりま

生や後輩に伝えるよう努めましたが、残念ながら教養部という場があっ

した。今後は大学で得られた経験を糧に、微力ながらも何らかの形で社

てこそ十分に成果が上がるものでした。これからも残られる教養部を知

会に恩返しできればと考えております。

る後輩の皆さんのご活躍に期待します。

定年退職された教授 の

長いようで短かった 41 年間

研究の実用化を通した社会貢献

榎並

長谷川

正樹

宇宙地球環境研究所

達也

大学院入学以来、理学部・理学研究科、環境

ことば

未来材料・システム研究所

平成 14 年赴任以来、燃焼学の教育と研究に努

学研究科、年代測定総合研究センター、そして、

めて来た。同 19 年にはアジア資源循環研究セン

宇宙地球環境研究所と所属をかわりながら、名

ターを設立し、アジア・アフリカ諸国の研究機

古屋大学での 41 年間の研究・教育生活を送りま

關と有機廃棄物の資源化研究を推進する幸運に

した。環境学研究科ではそれぞれの分野で考え

恵まれた。循環型社会のモデルを示すため、学

方や価値観の異なることを知り、研究所ではそ

生食堂の食品廃棄物からメタンガスを生成し、

れまでとは異なる研究スタイルに驚くなど、良

車の燃料や発電に利用した。その後、タイ初の

い経験をさせていただきました。その間、多くの皆さんにたいへんお世

スマートシティに同技術を導入したバイオガスプラントを設置し、高効

話になりました。深く感謝致します。

率分散型小規模エネルギーシステムの確立を目指した。東日本大震災直

月や小惑星から研究試料を持ち帰ることができる現在でも、地球内部

後は被災地の企業と、地中熱を利用した CO2 ヒートポンプによる省エ

は遠い世界です。 その様子が知りたくて、変成岩をキーワードに研究を

ネ空調・給湯・融雪システムの開発を実施し、寒冷地での熱エネルギー

行ってきました。そして、思いもしなかった結果にであって一瞬戸惑い、

利用の効率化に尽力した。学生や研究員には、実用化を通した社会貢献

そして、わくわくしたことも、また、僅かの差で悔しい思いをしたことも、

の大切さを伝え続け、プロジェクトへの参画を促した。現在、彼らが世

私の宝物となりました。本学のますますの発展を祈念申し上げます。

界中で活躍している事を誇りに思う。

私にとっての農学研究

好奇心の赴くままに

北野

小川

英己

生物機能開発利用研究センター

豊昭

総合保健体育科学センター

名古屋大学に赴任して以来、22 年間にわたり

私は精神病理学を研究したいと思い精神科医

周囲の皆さんに支えられて楽しく教員生活を送

としてスタートしました。当時の現象学的精神

ることができましたことに、まず感謝したいと

病理学の権威、マルセイユ大学精神科のタトシ

思います。この間、生命農学研究科と生物機能

アン教授に会いに行きました。すると、その場

開発利用研究センターの 3 つの研究室に所属が

で外人助手として来いということになり、フラ

変わることも有りましたが、それぞれの所で基

ンス留学をしました。それはまだ 20 代のこと

礎研究から出口研究まで大好きなイネの研究が

です。フランスでは構造主義の旗手であった

続けられたことが何よりの喜びでした。また、地道なイネの素材開発を

ジャック・ラカンの思想に惹かれ、そのままラカンの研究を始めまし

通して内外の多数の優秀な研究者の方々とも交流を深めることができた

た。すると、その基盤にあるフロイトの精神分析を知りたいと土居健朗

ことも名古屋大学にお世話になった賜と思っています。私にとっての農

の分析を受け、40 歳の頃、さらに極めたいとロンドンでクライン派の

学の実証研究は未完成であり、これからは私人として細々と続けて行く

ベティー・ジョセフの精神分析を経験して、さらに努力の後、精神分析

つもりでおります。研究科およびセンターの皆さんには本当にお世話に

家の資格を得ました。私は無意識を見ることで名大生や教授達の人生と

なりました。これからも名古屋大学が益々発展して行くことを祈念いた

関わり、人間というものを深く知ることが出来たと思います。名大には

します。どうも有り難うございました。

感謝しています。

材料教室、グリモ、工学部 3 号館の 6 年半
元廣

友美

未来社会創造機構

「会社は定年前に辞めるもの」との上司の言葉
も忘れかけた 59 歳で、刺激的な 6 年半の機会を
頂きました。忽然と現れた産学官連携コーディ
ネーターさんに JST や科研費、NEDO からの外
部資金獲得の指南を得、なんとか研究環境を作
り、たった一度の卒業研究、修士研究となる学
生さんに、海外体験を含め良い経験をしてもら
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おうと腐心、一方、教養教育院の少人数討論授業や120人の多人数授業、
学部、大学院の授業も新鮮でしたが、
「物理」が「考えるもの」から「暗
記するもの」を通り越し「検索するもの」に変貌、装置もソフトも、
「作
るもの」から「使うもの」になっていたのは当惑でした。それでも共同

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。

研究者に恵まれ、ベトナムからの短期留学生との共著も含め、多くの論
文をものすことができたのは収穫でした。とは言え、ご迷惑をおかけし
た多くの皆様、ごめんなさい。
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創立 80 周年 ― 名古屋帝国大学が創立された日の新聞報道 ―
今からちょうど80年前の1939年
（昭和14）
年4月1日、

各紙の記事の内容はおおむね共通しています。まず

名古屋帝国大学（名帝大）が創立されました。この日、

際立つのが、名帝大の創立が東海や名古屋の文化や産

名古屋で印刷された新聞各紙は、戦時中で戦争関係の

業の発展に大きな画期をもたらすものであるという評

記事が優先されるなか、これを大きく報じました。

価です。そして、創立費 900 万円の全額を愛知県が負

とりわけ多くの紙面を割いたのが、代表的な地元紙

担（国に寄附）したことなど、県民待望の事業である

である名古屋新聞（中日新聞の前身の 1 つ）でした。

ことが強調されています。900 万円は、1939 年度の愛

同紙は朝刊に、「名古屋帝国大学の創設」と題する社

知県一般会計歳出総額の約 2 割に相当する額です。

とくしゅう

説を載せました。その次の面でも、
「けふの特 輯 」と

また、政府との様々な折衝に奔走した田中広太郎愛

して名帝大の創立を報じ（記事 1）
、さらに市内版（名

知県知事の功績を高く評価する記事も目立ちます。そ

古屋）の欄にも記事が見られます。夕刊にも創立当日

の田中知事が、創立の感想を述べるにあたって、得意

の様子が報じられました（記事 2）
。そのほか、大阪

の短歌を披露したと各紙が報じています。「あがたた

朝日新聞、大阪毎日新聞、読売新聞といった全国紙の

み

名古屋版も大きなニュースとして取り上げています

ゆ」。「あがたたみ」とは県民のことです。

心ひとつにはぐくみし

は

花もくはへて春いよよ栄

（記事 3～5）
。

2

3

1 『名古屋新聞』4

月 1 日付朝刊の記事。書き出しは「時局に産ぶ声をあげる九
百万円の“晴れ姿”」。
2 『名古屋新聞』

4 月 2日付夕刊（当時の新聞の慣行として、夕刊は実際の印刷日

5

4

の翌日の日付が付された）の記事。
「交換嬢」とは、電話交換手の女性のこと。
3 『大阪朝日新聞』

（名古屋支社版）4 月 2 日付夕刊の記事。同紙は名古屋支社
が独自に編集・発行していた。
4 『大阪毎日新聞』

（名古屋総局版）4 月 1 日付朝刊（「市内版」の欄）。写真は、
鶴舞の医学部正門（左、門柱は現存）と名古屋市東区西二葉町（現在の県立
明和高校の辺り）の理工学部仮校舎（右）。
5 『読売新聞』

（名古屋版）4 月 1 日付朝刊。読売は、朝日や毎日のような全紙面にわたる
名古屋版はないが、朝刊の最終面のみを名古屋支局が「中京読売」として編集していた。
写真は、名帝大仮本部が置かれた愛知県庁の南玄関に標札が掲げられているところ。

名古屋大学基金の
ご案内

特定基金

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。
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。
詳しくはホームページをご覧ください。
名古屋大学基金
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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。
工学

ベンチャー

青色 LED

医学未来人材 アジア法律家

経済100周年

修学支援

ジェンダー

農学

PhD 登龍門

理学

教育 70 周年

博物館

病院

女性リーダー

図書館

保健医療リーダー

ITbM

附属学校

創薬

減災館

文学 75 周年

数理科学

医学 150周年

150

