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クローズアップ

情報発信ブログ「情報玉手箱」
：新型コロナと情報
情報学部・大学院情報学研究科では、所属する教員や学生の多彩な活動をわかりやすく情報発信するブログ「情報玉手箱」を昨年
度より運営しています。今年度に入り、緊急に「新型コロナと情報」という特集を組みました。新型コロナウイルスの世界的な感染
拡大という悲劇を迎える今、我々はいかにそれを乗り越え、いかなる未来を展望し、設計していくべきなのかという想いからです。
10 本の記事の中で、教員がそれぞれの問題意識から自由に発言しています（図 1、表 1）。一学部・研究科からの情報発信ではあり
ますが、私達は「情報」のもつ普遍性に基づいた幅広い視座を提供したいと望んでいます。
今回、その中の 3 本の記事の執筆者が記事の概要をご紹介します。この 3 本を含む 10 本の中に「ちょっと読んでみたい！」と思
う記事はありませんか。


執筆者

図1

有田隆也（大学院情報学研究科

副研究科長）

ブログ「情報玉手箱」（久木田水生先生の記事「感染症、道徳、情報技術」の冒頭）

アクセスはこちらから↓
http://tamatebako.i.nagoya-u.ac.jp/3324/
情報玉手箱

表1

情報玉手箱「特集：新型コロナと情報」記事一覧
執筆者

時田

恵一郎

太田

元規・青木

長尾

キーワード

数理生物学・複雑系科学の視点から

数理生物学・複雑系科学

新型コロナの PCR 法

分子生物学、PCR

確

理想的な教育環境を目指して

人工知能、仮想現実、オンライン講義

遠藤

守

ICT 応用で新型コロナと向き合う

電子社会、ICT 応用

笹原

和俊

新型コロナの偽情報はなぜ拡散するのか

計算社会科学、偽情報、SNS

中村

登志哉

新型コロナのリスク・コミュニケーション

国際関係論、リスク・コミュニケーション

唐沢

穣

久木田

2

記事タイトル

摂之

「感染するかも」で人が想い浮かべること
水生

社会心理学、社会的公正、偏見

感染症、道徳、情報技術

情報倫理

秋庭

史典

今こそ芸術の意味を考え直す

芸術

有田

隆也

繋ぐよ繋ぐ、ボードゲームは繋ぐよ

コミュニケーション、人工知能

記事 1

記事 2
記事 3

COVID-19 and
Informatics
記事 1

理想的な教育環境を目指して

新型コロナウイルス感染症の蔓延を防ぎ、安全な社会を
築くために、教育環境を変革しなければなりません。教育

VR 環境で講義を行うことによって、多くの教育資源が蓄
積されます。学生は非同期に VR 環境に没入して講義を受

をより安全で効果的なものに変える手段として、VR（仮想
現実）技術があります。

け、質問をすることもできます。受講履歴は自動的に分析
され、学習状況が把握しやすくなるでしょう。

私は、VR 技術に基づく新しい教育システムについて研究
しています。それをサイバー・フィジカル・エデュケーショ
ンと呼んでいます。それは現実空間をベースにして仮想空

VR 環境を使って構築・蓄積した教育コンテンツは、再利
用によってその価値が増大します。過去の講義に出席して、
より深く理解する、というのもその一つですが、機械学習

間を作り、仮想空間での活動を現実にフィードバックする
というものです。
私は、理想的なオンライン講義はオンデマンド型である
と思っています。それは、教育資源の蓄積に直結するから
です。ただし、失われるものもあります。例えば、教員と
学生の講義中のインタラクションです。私は、それを AI 技
術で解決したいと思っています。

を利用して、複数の分野を横断的に解説できる AI 教師を作
り出すことも可能になるでしょう。

記事 2 「感染するかも」で人が想い浮かべること

長尾

確

教授

知能システム学専攻
フィールド知能情報学講座
研究室サイト：
http://www.nagao.nuie.nagoya-u.ac.jp/index.html

記事 3

今こそ芸術の意味を考え直す

人間は、予想外のできことや重大な事態に直面する
と、それがなぜ起こったのかを知ろうとします。パンデ
ミックもそうです。多くの人々が「なるほど、そのせい
か！」と納得する直感的な説明の様式は、社会心理学で
は「素朴理論」と呼ばれ、以下の 3 種類に大別できます。
第一は、超自然的な力による説明です。伝染病や天災
の原因が、個人の恨みや、自然に宿る神の力にあるとし
て、信仰の対象にすらなってきた例は、世界中に見られ
ます。感染の危険が高い地域ほど、悪魔などの存在を信
じる人が多いことを、私が加わった国際共同研究の結果
も示しています。第二は、
「世界は公正にできている」

現在、技術（AI）と自然（コロナウイルス）の双方が
芸術家の存在を脅かしています（その救済は緊急課題で
す）
。しかしそれは、芸術の危機ではないと考えたいで
す。というのも、芸術にとって、技術の変化も自然の変
化も脅威ではないはずだからです。古典的な定義（Kant
1790）では、
「技術の産物なのに生きているかのように
感じられるもの」が「芸術」でした。したがって、技術と
自然（生命）観の変化は、新しい芸術を生み出すはずで
す。実際、スペイン風邪と大戦の時代でさえ、ロシアや
欧州では構成主義などの新しい芸術運動が生まれ、世界
に波及しました。どんな危機的状況に見えても、新しい

と信じたがる心です。災難の原因が被害者自身の落ち度
にあっただとか、それが「分相応」だといった不当な説
明がつけられると、二重の被害を招くことになります。

技術を通して新しい表現を生み、人々に生きる力を与え
る。あるいは、自然とは何か、生命とは何かを問いかけ
ることができる。そこにこそ芸術の意味があるはずです。

第三は、他集団と接することで「感染」が起こるという
錯覚です。病気と無関係な人々にさえ、部外者というだ
けで病原体のような脅威を勝手に感じ、心理的バリアを

私たちは今、
「死を約束された人間の宿命を反転」さ
せることを目指した名古屋出身の芸術家 荒川修作と
マドリン・ギンズのことを思い出すべきではないでしょ

張った結果が、偏見を引き起こすこともあります。

うか。私たちを変え、変化する自然と共生していくため

現代社会に今でも残る素朴理解は、未知の人々や社会
的弱者の排除を助長する危険をもっているのです。

に、情報技術を用いた新しい知覚の降り立つ場＝ラン
ディング・サイトを創ること。情報学部・大学院情報学
研究科の課題のひとつがそこにあると考えます。

唐沢

秋庭

穣

教授

心理・認知科学専攻
心理学講座
研究室サイト:
http://www.psy.sis.nagoya-u.ac.jp/klab/index.html

史典

准教授

社会情報学専攻
情報哲学講座
個人サイト：
http://akibaf.com/
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QA
先生に一問一答

生物機 能 開 発 利 用 研 究 セ ン タ ー
准教授

野田口 理孝

&

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？
学位を取って大学院を出てから、およそ 10 年にわた
り植物の基礎研究に取り組んできました。10 年経っ
て、やっと研究のスタート地点に立てた気がしたの
で、この言葉を選びました。いま振り返ると、誰に何
を言われようとも、自分が「面白い」「やるべきだ」
と思った研究テーマに向き合い続けてきたからこそ、
今の景色が見えてきたと思います。

MyBestWord

10年でスタート地点に立つ。
向き合い続けて見えてきたこと。
Ⓠ
A

先生はどのような研究をされているのですか？

二つの研究をコインの裏表のように研究しています。
一つは、植物の根と地上部の間でどんなコミュニケー
ションがあるかを研究しています。植物は、様々な分
子を体の中で運んでいることが知られていて、それに
よって周辺の環境や生態系に適応して生きています。
その精緻な生き方を知りたくて、植物の個体の中の情
報伝達機構の研究をしています。もう一つは、接木と
いう二つの植物をつなげる農業でも使われる手法につ
いて、その現象の分子機構の研究をしています。一つ
目の研究で、接木を実験方法として使ったのがきっか
けです。

のたぐち みちたか
2009 年に京都大学大学院理学研究科で博士号（理学）を取得後、
カリフォルニア大学デービス校でのポスドク研究員を経て、2012
年より名古屋大学へ。大学院理学研究科、高等研究院、大学院生
命農学研究科、トランスフォーマティブ生命分子研究所、生物機
能開発利用研究センターに在籍。趣味は、読書、人と語らうこと、
そして何より研究。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？
もともと人の病気の研究がやりたいと思って大学に入
りました。しかし、学ぶにつれて、私たちの生命を支
えるには大切なものがたくさんあることを知り、その
一つが植物でした。植物は、食料であり、飼料であり、
原料やエネルギーであり、私たちの生命に必須な存在
です。新鮮な野菜、それを使った美味しい料理を食べ
たときに、私たちはとても幸せな気分になります。そ
んな植物は、地球温暖化、農地開拓、生物多様性の現
象といった難しい問題にさらされています。それに気

2017 年 7 月にドイツで開催された植物科学の
国際会議

4

2018 年 11 月に研究仲間と見学に
訪れた山形のバラ園

がついたとき、将来のために真剣に取り組もうと決意
しました。

先生の研究を
表す写真！

Ⓠ
A

研究が面白い！
と思った瞬間はどんな時ですか？
植物のスマートな生き様を、科学的に捉えられた
かもしれないと思う瞬間があるのですが、その瞬
間はとてつもなく研究が面白いと思います。大き
な発見は、1 年から数年に一度くらいです。その
晩は興奮して眠れません。私たち人間が単細胞の
生物から進化してきたのと同じ時間をかけて、今
の植物も進化してきました。植物には植物の実に
巧妙で優れた生命システムを発達させています。
私たち人間の理解が追いついていないだけで、と
ても魅力的な存在です。その魅力をはじめて垣間
見たかもしれないとき、痺れる興奮があります。

Ⓠ
A

先生は、 名大発アグリバイオスタートアップ
であるグランドグリーン株式会社の取締役も
務めていらっしゃいます。 研究成果の社会実
装に関してどのようなお考えをお持ちですか。

新しい接木方法の発見により実現したピンクと白の異なる花の接木

Ⓠ
A

植物が私たちの生命を支える存在であることから、

ころまでやろうと決め、卒業まで続けることがで

しかし、限られた知識と限られた技術では、それ

きました。5 年ほど前は、出会った多くの方に支

も叶いません。大学の基礎研究で得られた英知を、

えていただきました。真剣に向き合うほど自戒も

持続可能な社会に貢献する提案へとつなげ、それ

大きく、困難に挑戦するほど突破できるか先は見

を実践したい。そのために大学発ベンチャーを創

えず、未だ半人前の私ですが、その経験こそは私

業しました。挑戦は続きますが、やりたいと信じ

の財産です。

ることに仲間とともに突き進んでいきたいです。

A

在宅勤務が中心となりました。私たちは実験科学
の研究をしているので、在宅でできることは限ら
れます。しかし、普段より研究について熟考する
機会としたいと考えました。そして、この期間が
次の成長につながるはずであると考えました。運
動不足に拍車がかかり、ストレスも溜まりました。
筋トレやストレッチで、体を動かすと良いと思い
ます。

研究者として力量が足りていないと挫折しかけた
とも見つからず、当時の研究だけは納得のいくと

係で共存していかないといけないと思っています。

Ⓠ

大学院のときに一度、5 年ほど前に一度、自分は
ことがあります。大学院のときは他にやりたいこ

これからの社会では植物と私たちはとても良い関

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、 愛知県
に緊急事態宣言が出ていた間、様々な影響があっ
たと思います。どのように過ごされていましたか？
また、ストレス解消法があれば教えてください。

今だから言える、ここだけの話を聞かせて
ください。

Ⓠ
A

今後の目標や意気込みを教えてください。
これぞ植物という研究に挑戦していきたいです。
ずっとプラズモデスマータの研究をやりたいと
思っていたので（ぜひ調べてみてください）、こ
れまでの経験と技術を活かして難題に取り組みた
いと思います。また、研究を重ねてきたことで、
農業へ活用できる可能性のある技術もいくつか生
まれてきました。アイデア段階のものもあれば、
ベンチャーで既に実用段階まで開発が進んだもの
もあります。大学などで行われる基礎研究の成果
が、社会で活用され、誰かの幸せにつながる、そ
れがもっと普通であたりまえになるよう、これか
らも一研究者として努力を続けたいと思います。
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26 株式会社サガミホールディングスからの商品券寄附にかかる目録贈呈式を開催

6

贈呈式での記念撮影

株式会社サガミホールディングス

（CEO）から松尾総長に目録が手渡さ

か ら、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

れ、総長は、「多くの学生が、この状

（COVID-19）により、大学生活もま

況下で希望や目標を見失っており、大

まならない中、アルバイト収入も絶た

学としても生活支援金や食糧等の物資

れ、経済的に困窮している学生、特に

の支援を行い、支えてきたものの限界

留学生への支援に役立てて欲しいとの

があり、地元企業からの支援は大変心

趣旨で商品券（50 万円分）の寄附が

強い」と感謝の言葉を述べました。こ

あり、目録贈呈式を豊田講堂第一会議

の厚意に応えるべく、学部・研究科を

室で行いました。

通じ、支援を必要とする学生に商品券

鎌田敏行
（株）
サガミホールディング

を配付することとしています。

ス代表取締役会長兼最高経営責任者

30 名古屋大学オープンイノベーション拠点への寄附にかかる目録贈呈式を開催

6

岡谷鋼機株式会社から、開設時に引

多大なご支援に感謝します。今後も加

き続き、名古屋大学オープンイノベー

速的にイノベーションを誘発する場と

ション拠点（OICX）に、今後の運営

して、東海地域の発展に貢献していき

活動費としての寄附があり、その目録

たい」と謝辞を述べました。

贈 呈 式 と OICX 活 動 紹 介 が、JR ゲ ー

贈呈式に続き、入居者の活動紹介が

トタワー27 階 OICX で行われました。

あり、その後懇談が行われ、これから

岡谷篤一岡谷鋼機
（株）
取締役社長は

の活動について活発な意見交換が交わ

「若い人がここに集まり互いに切磋琢

されました。

磨することで、新しい技術が生まれ、
贈呈式での記念撮影

企業が育っていくことは大変喜ばし
い」と話し、松尾総長は「引き続きの

7

1 スーパーコンピュータ「不老」の運用開始
■情報基盤センター

情報基盤センターに設置されたスー

用開始により、大規模数値シミュレー

パーコンピュータ「不老」
（以下、本

ションに加え、人工知能などデータサ

スパコン）の運用を開始しました。

イエンス研究の進展が期待されます。

同スパコンは理化学研究所計算科学

運用開始にあたり、森情報基盤セン

研究センターのスーパーコンピュータ

ター長による記者会見も行われ、テレ

「富岳」型の Type Ⅰサブシステムな

ビ、ラジオなどで幅広く報道されました。

どから構成され、演算性能世界 36 位・

本スパコンの詳細情報は、本学ホー

国内 5 位（TOP500、Type Ⅰサブシス
テム）の東海地区最大のスーパーコン
「不老」を紹介する森センター長

ピュータです。また、最新の GPU を
884 基搭載しています。同スパコン運

6

ムページにも掲載しています。

Meidai News
7

1 名古屋大学理学南館1階「ネオレックス プレイス」命名記念式典を開催
■大学院理学研究科

株式会社ネオレックス（以下、ネオ

え、IT 推薦図書やリサーチラボノー

レックス）とのネーミングライツ契約

トを寄附いただくなど、従来から本学

に基づき、理学南館 1 階

の教育・研究への応援をいただいてい

坂田・平田

ホール前の多目的ホール及びセミナー
室の総称を「ネオレックス プレイス」
、

7

記念式典は、駒井研司ネオレックス

セミナー室を「ネオレックス プレイ

CEO と本学から阿波賀理学研究科長

ス セミナールーム」と命名し、記念

及び寺﨑・嘉村両副研究科長が出席し

式典を行いました。

て行われました。

命名権を獲得したネオレックスは、
駒井ネオレックスCEO（左） 表示がされた理学南館の様子
と阿波賀理学研究科長（右）

ます。

今後、命名権料を活用して、教育・

名古屋に拠点を置く IT ベンチャー企

研究環境及び学生サービス向上に一層

業で、本学卒業生の就職実績があるう

取り組んでまいります。

3 第8回水田賞授賞式を挙行
第 8 回水田賞授賞式を本部 1 号館第
2 会議室で挙行しました。
本賞は、水田

授賞式での記念撮影

経済学研究科ジュニアリサーチャー
（研究テーマ：ジャン・バルベラック

洋名誉教授からのご

の道徳思想）が選ばれました。授賞式

寄附の意志に基づき、人文・社会科学

では、杉山副総長からの授賞者の発表

（思想史）の分野で将来の発展が期待

後、審査委員である安藤隆穂中部大学

できる優れた研究能力を有する若手研

教授が審査講評を行いました。続い

究者を顕彰し、その研究意欲を高め、

て、松尾総長が表彰状を授与し、授賞

研究の発展を支援する目的で創設され

者からは、今後の研究への精進と、賞

ました。

に恥じない成果を誓う謝辞がありまし

審査委員会での厳正な審査の結果、

た。

本賞受賞者に門亜樹子京都大学大学院

7

3 令和元年度赤﨑賞授賞式を挙行
令和元年度赤﨑賞授賞式を本部 1 号
館第 2 会議室で挙行しました。

現）と、赤井直紀情報学研究科特任助

本賞は、本学に在籍する 35 歳以下

教（研究テーマ：自動運転における

の学生及び研究者のうち、学術・科学

フェールセーフ機能の実現を目指した

技術分野で将来的な発展や可能性が期

運転知能の出力に対する信頼度の定量

待でき、本学の科学技術水準の高さを

的オンライン推定）が選ばれました。

内外に知らしめることができる研究者

松尾総長が表彰状を授与し、授賞者か

に対する顕彰制度です。

らは、研究の更なる邁進を誓う謝辞が

赤﨑特別顕彰審査委員会での厳正な
授賞式での記念撮影

深紫外半導体レーザーダイオードの実

ありました。

審査の結果、本賞受賞者に久志本真希
工学研究科助教（研究テーマ：極微小
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3 竹本内閣府特命担当大臣が本学を視察

松尾総長（左）と竹本大臣（右）の記念撮影

竹本直一内閣府特命担当大臣がス

ションや意見交換を行った後、関係者

タートアップ支援、産学官連携の取

らの案内により C-TEFs、ITbM を視

組、 オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進、

察しました。

起業家支援の取り組みの現場及び

竹本大臣からは、
「名古屋は東京と

C-TEFs、ITbM 等の世界最先端研究

大阪の真ん中という地理的に優位な立

施設を視察しました。

地であるだけでなく、世界的企業やも

まず、水野明久中部経済連合会会長

のづくりの基盤もある。その中で、地

及び山本亜土名古屋商工会議所会頭が

域の特性を活かした沢山のスタート

竹本大臣をお迎えし、
「愛知・名古屋

アップが名古屋大学から生まれること

のスタートアップ・エコシステム拠点」

を嬉しく思う。是非がんばってほし

と題して、起業家らのプレゼンテー

い」と激励がありました。

イベント

第16 回名古屋大学ホームカミングデイ「社会の中の大学」を開催します
10月17日
（土）（オンライン開催）
今年のホームカミングデイは、新型コロナウイルス感染拡大に配
慮し、オンラインで開催します。
特別企画「SDGs と大学」や「卒業生へ送る、名古屋大学の今」
のライブ配信、普段見られない総長の日常に密着した総長ドキュメ
ンタリーや、懐かしの学食メニューと最近の学食事情を紹介する「名
大今昔物語」など、これまでにないプログラムを多数ご用意してお
ります。
企画詳細や事前申込受付については、9 月上旬にホームカミング
デイ特設ホームページにて確認してください。
新たな試みとして皆様にお楽しみいただけるよう準備を進めてお
りますので、ぜひご参加ください。
名大

ホ ー ム カ ミ ン グ デイ

ブレイクタイム

概要パンフレット
「名古屋大学プロフィール2020」等を刊行
概要パンフレット「名古屋大学プロフィール 2020」
（年 1 回
発行）を刊行しました。本誌は、数字等のデータにより本学の取
り組みを客観的に紹介しているものです。必要な方は、総務課広
報室で入手できますのでご連絡ください。
また、高校生向け大学案内「GUIDE TO NAGOYA UNIVERSITY
2021」（年 1 回発行）も刊行しました。こちらは、入試課で入
手可能です。

GUIDE TO NAGOYA UNIVERSITY 2021
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名古屋大学プロフィール 2020

祝

受賞

令和2年春の叙勲受章者が決まる
国家又は公共に対して功労のある方のうち、旭日章は、功績の内容に着目し顕著な功績を挙げた方に、瑞宝章は、公
務等に長年にわたり従事し成績を挙げた方に授与されます。本学関係者では、次の 4 名が受章されました。

旭日大綬章
氏

榊原

名

定征

所属・職名

元・経営協議会委員（元

東レ社長 CEO 兼 COO）

瑞宝中綬章
氏

名

所属・職名

井原

俊輔

名誉教授（情報科学研究科）

城所

卓雄

元・参与（元

分

野

分

野

教育研究功労

モンゴル大使）

瑞宝小綬章
氏

横川

名

勝二

所属・職名

元・参事（元

名古屋市消防正監）

消防功労

本学事務職員が、
「第3回日本語作文コンクール」の1等賞に輝く
世界の日本語学習者を対象とした「第 3 回日本語作文コンクール」
（朝日新聞社後援）
の入賞者の発表があり、9,000 点を超える応募の中から、ベトナム出身で本学教育推進
部学生交流課事務職員（受賞時）チャン・トゥー・チャンさんの作品が 1 等賞を受賞しま
した。
国際交流研究所 HP：http://www.nihonwosiru.jp/

チャン・トゥー・チャンさん

榊原 均 生命農学研究科教授が ASPB Enid MacRobbie
Corresponding Membership Award を受賞
1932 年に創設された本賞は、米国植物生物学会が、米国外の著名な植物科学研究者
を表彰するものです。榊原教授は、クラリベイト・アナリティクス社の Highly Cited
Researchers（高被引用論文著者）にも選出されており、
「栄養に応答した植物生長制御
の分子機構研究」において、コミュニティに大きく貢献したことが評価されました。
ASPB

HP：https://aspb.org/publications/aspb-news/#toggle-id-2

榊原教授
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 2 6

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no326.html
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名大を表敬訪問された方々を紹介します

遠路はるばる！表敬訪問録

駐日ハンガリー特命全権大使が来訪
パラノビチ・ノルバート駐日ハンガリー特命全権大使が、松尾総長を表
敬訪問し、ハンガリーと日本の学生交流や、産業分野における連携につい
て情報交換を行いました。同国は、積極的に留学生を受け入れており、特
に 2010 年代に医学分野での日本人留学生の割合が多かったことから、本
学との教育分野における連携の可能性についても懇談しました。
パラノビチ特命全権大使は、2008 年、本学大学院国際開発研究科博士
後期課程を修了しており、大使就任後初の本学訪問となりました。

来訪日：7 月 6 日

MIRAI
タイ

への

新たに締結した学術交流協定を紹介します

学術交流協定

コンケン大学理学部と部局間学術交流協定を締結

コンケン大学は、タイ東北部における最大規模の総合
大学であり、同地域は日本の東海地域と似た地理特性を
有しています。同大学では、農業資源を活用したエネル
ギー・材料に関する研究が盛んです。一方、未来社会創
造機構マテリアルイノベーション研究所は、物質・エネ
ルギーリノベーション共創コンソーシアム（OPERA）
で掲げる「地域資源活用型エネルギーエコシステム」の
構築や、国際産学連携による未来環境エネルギー開発イ
ノベーション拠点となることを目指しており、今回の協
定締結により、これらの取り組みの推進が期待されま
す。

締結日：4 月 13 日

他の表敬訪問、学術交流協定、研修はホームページをご覧ください。
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ヨウ素を触媒に『キノンメチド』の実用的
生成法を開発

－医薬品や機能性材料の探索・合成研究を推進－

Point

概日時計に作用する新たな化合物を発見
－褐色脂肪細胞の分化も促進－

Point

○高 活性な次亜ヨウ素酸塩触媒と過酸化水素を用いて、
フェノールを原料に温和な条件下でキノンメチドを収

○概日時計の 1 日リズムを調節する新たな化
合物を発見し、KL101 及び TH301 と名付

率よく生成する方法を開発した

けた

○本法は金属を用いず、副生成物も水と酸化剤由来のア
ルコールのみであることから環境に優しい製法である

○ KL101 と TH301 は時計タンパク質であ
る CRY1 と CRY2 のそれぞれに対して選択的に作用することを見出した

○開発したキノンメチドへの酸化反応と既知の反応を組

○ X 線結晶構造解析などにより、KL101 と TH301 の作用の選択性を決める

み合わせて 4 種のワンポットタンデム型反応を開発した
○本生成法はスケールアップが可能で、医薬品や機能性材料の迅速合成や探
索研究の推進に役立つことが期待される

ユニークなメカニズムを明らかにした
○ KL101 と TH301 による CRY1 と CRY2 の調節が、褐色脂肪細胞の分化
を促進することを見出した

関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

大学院工学研究科 石原一彰教授 ウヤヌクムハメット准教授
西岡浩平大学院生（当時） 近藤竜太郎大学院生（当時）

トランスフォーマティブ生命分子研究所
廣田 毅特任准教授 サイモン ミラー研究員

胎児の脳の不思議！

－脳づくりが適切に進むよう、あえて“離れて見守る”
ミクログリア－

Point

相川佳紀研究員

飢餓によってメスがオスになる?!!

－性と代謝・脂質の仕組みの新たな関係を発見－

Point

○大 脳の発生過程において、免疫系細胞ミクロ
グリアの適切なタイミングでの分布変化の仕
組みとその生理学的意義を明らかにした
○ミ クログリアが皮質板から一時的に離れ、神
経系の細胞が本来あるべき性質を獲得し、生後の脳で正しく機能できるよ
う見守る仕組みを備え、その巧みな分布調節機能が脳づくりに重要である
ことを示した
○本成果は母体炎症による胎児脳への影響の解明へとつながり、それを未然
に防ぐための予防法・治療法の開発に向けた展開が期待される

○性 別が決まる前の過程で飢餓状態によって栄養
状態が変わると、本来、メスになるはずのメダ
カの 20% がオスになることを見出した
○脂 質量の不足がこの飢餓状態による性転換には
重要であると考えられた
○代謝や脂質が性を決める仕組みに影響を与えることを明らかにした

関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

大学院医学系研究科
服部祐季特任助教

大学院理学研究科
宮田卓樹教授

川口綾乃准教授

田中 実教授

榮 雄大技術補佐員

和氣弘明教授

冬季のうつ様行動を改善する薬を発見！
－冬季うつ病の理解と創薬に貢献－

Point
○北欧などの高緯度地域では冬になると気分
が落ち込む「冬季うつ病」が社会問題になっ
ており、動物も冬になるとうつ病に似た「う
つ様行動」を示すことが知られていたが、
その仕組みは明らかにされていなかった
○メダカに既存薬ライブラリーのスクリーニングとゲノム機能解析を組み合
わせたケミカルゲノミクスのアプローチを適用することで、冬季のうつ様
行動を引き起こす仕組みを明らかにするとともに、これを改善する薬を発
見した
関係する本学の教員等

トランスフォーマティブ生命分子研究所 中山友哉博士 沖村光祐大学院生
沈 嘉辰大学院生 顧 穎傑博士 中根右介特任講師 吉村 崇教授

物理学の未解決問題に光！

－超流動ヘリウム中の流れの可視化へ－

Point
○物 理学の未解決問題の一つである乱流を理解
するために超流動中の量子乱流が注目されて
いる
○そこで、中性子が作る 4He2 エキシマー集団を
用いた超流動中の流れ可視化プロジェクトが進められている
○名古屋大学が中心となった研究グループが可搬型のエキシマー観測装置を
開発した
○中性子施設にこの装置を設置し、ビームによってできたエキシマーの観測
に成功した
関係する本学の教員等

大学院工学研究科
大学院理学研究科

フォルカ・ゾンネンシャイン助教
松下 琢講師

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.326

11

真核生物の祖先に最も近縁なアスガルド古細菌
の持つ、新しい光受容タンパク質の機能を解明
Point

－ D 体メチオニンの重粒子線誘発 DNA 損傷の
保護効果－

Point

〇私 たちヒトを含む、全ての真核生物の祖先に最も近
縁なアスガルド古細菌が持つ、シゾロドプシンと呼
ばれるタンパク質が、光のエネルギーを使って細胞
内に水素イオン（H+）を輸送する機能を持つことを
明らかにした

〇放射線治療の一種である重粒子線治療時に生じる唾液
低下の副作用軽減に、D 体メチオニンが有望であるが、
D 体の選択的な作用機序の解明が臨床応用に向け切望
〇重粒子線照射によって生じる DNA 損傷を DNA 電気泳
動法で高感度に調べ、D 体および光学異性体の L 体メチオニンによる保護効

〇他のロドプシン類には見られない、シゾロドプシンがもつ光エネルギーを

果の違いを調べた

使って水素イオンを輸送するための巧妙な分子機構を明らかにした
〇本研究は、アスガルド古細菌が真核生物へと変化する過程で、太陽光や酸

〇 DNA 損傷の保護効果に対して、L 体および D 体メチオニンに有意な違いは
見られず、ラジカル消去の作用によることが分かった

素のある環境に順応するために、シゾロドプシンによる水素イオンの取込
みが関わっていたという、新たな生物学的理解を深めるものである

〇 D 体および L 体による効果の違いは、唾液腺の組織レベルの選択的動態に
より生じている可能性が示唆された

関係する本学の教員等

大学院理学研究科

関係する本学の教員等

内橋貴之教授

大学院医学系研究科

合成画像のAI 学習で種子の形態評価を効率化
－植物科学・農学分野における機械学習モデルの
開発の高速化に期待－

Point

余語克紀助教

droplet digital PCRを用いた若年性骨髄
単球性白血病の予後予測法を開発
Point

〇画像解析及び人工知能（AI）技術を応用し、
1 枚の画像から一度に数百粒の種子の形を
自動かつ高精度に測定するシステムを開発
した
〇実際に合成データのみを用いて学習を行ったところ、手作業で測定すると
きと同程度の精度で、画像からの種子の検出と形状の抽出が可能であるこ
とを示した
〇本アプローチを応用することで、作物の種子測定のみならず、作物の多様
な表現型を計測するための機械学習モデル開発の高速化につながるものと
して期待される
関係する本学の教員等

○若 年性骨髄単球性白血病（JMML）は、治療がとて
も難しい、珍しいタイプの小児白血病の 1 つである
○特 殊 な PCR 法 で あ る droplet digital PCR
（ddPCR） を 用 い て、JMML 患 者 が 持 っ て い る、
ごくわずかな SETBP1・JAK3 遺伝子変異を同定
することに成功した
○ご くわずかであったとしても、これらの変異を認める JMML 患者の治療
成績はとりわけ不良であり、今回の研究成果は、特に治療を強化するべき
JMML 患者を見つけることに役立つと考えられる
関係する本学の教員等

トランスフォーマティブ生命分子研究所

戸田陽介特任助教

睡眠発作を起こし、脱力発作を悪化させる
仕組みを解明！
Point

大学院医学系研究科 髙橋義行教授
医学部附属病院 奥野友介病院講師

村松秀城講師

若松 学大学院生

接木が誰でも簡単に！

－芽生えの接木を効率化する接木チップの開発－

Point

○オ レキシン神経と MCH 神経を両方脱落
させると、脳波においてデルタ波とシー
タ波が優勢な全く新しい睡眠発作（DT

〇研究用途として、シロイヌナズナ芽生えを用いた接
木法を簡便化・均一化・効率化する「接木チップ」
を開発

睡眠と命名）を起こすことを発見した
○ DT 睡眠はこれまでに知られている、覚醒、ノンレム睡眠、レム睡眠の
いずれとも脳波性質が異なっており、新しい脳状態であることを明らかに
した
○睡眠覚醒調節における MCH 神経の役割として、脱力発作の持続時間を抑
制する作用があることを明らかにし、ナルコレプシーでの脱力発作のメカ
ニズム解明に寄与した

〇環境条件（糖の外的投与、温度）による接木の効率
への影響を評価
〇植物の生育に必須な微量栄養素の一つである鉄（Fe）の輸送には、地上部
と地下部の間のニコチアナミンあるいはニコチアナミン / 鉄複合体の移動
が重要
〇応用展開として、トマト接木苗の生産を効率化する「接木カセット」が名
古屋大学発ベンチャー グランドグリーン株式会社により開発された

関係する本学の教員等

環境医学研究所
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がん放射線治療の副作用軽減に向け前進

小野大輔助教

関係する本学の教員等

山中章弘教授

生物機能開発利用研究センター

野田口理孝准教授

筒井大貴研究員

天然記念物であるチャボ特有の形態を
生み出す遺伝子を発見！
－チャボが短脚である謎が分かった！－

Point

－新たな近赤外光線免疫療法の応用－

Point

○日本の天然記念物であるニワトリの品種「チャボ」の、
小柄で短脚（手足が短い）という珍しい特有の形を作
る遺伝子を発見

○悪 性中皮腫の新規治療法開発はこれまであま
り進んでおらず、開発が待たれている
○今 回、悪性中皮腫に特異的に発現する分子で

○骨 を長く成長させる遺伝子である IHH という遺伝子
と、切断された DNA の修復を行う NHEJ1 という遺伝子が壊れているこ
とが判明した

あるポドプラニンを標的とする近赤外光線免疫療法の開発に成功した
○治療の手段が限られる悪性中皮腫に対する新たな治療法の提案で、標的細
胞を特異的に破壊する

○ヒトでは IHH 遺伝子の異常が骨形成疾患の原因となること、NHEJ1遺伝子
の異常が免疫不全症、成長障害、DNA 修復異常による放射線高感受性疾患、
小頭症などの神経疾患などを発症する原因になることが知られており、チャ
ボはこのような遺伝病の医学実験モデルとして貢献することが期待される
関係する本学の教員等

大学院生命農学研究科

鈴木孝幸准教授

松田洋一教授

N －メチル化ペプチドを高収率・短時間で合成
－安価な反応剤で生成した高活性中間体を活用－

Point

○悪性胸膜中皮腫に対する NIR-PIT が実用化されるにあたって、本研究が基
礎的知見の一つとして必要とされる
関係する本学の教員等

大学院医学系研究科 西永侑子大学院生
高等研究院 佐藤和秀特任助教
未来社会創造機構 湯川 博特任准教授
大学院工学研究科 馬場嘉信教授

芳川豊史教授

「機械学習により結晶粒界の熱伝導度を局所
原子配列から高精度に予測」

－計算科学と粒界ナノ構造に基づく新たな材料開発指針－

Point

○医薬品候補として重要な「N －メチル化
ペプチド」の高効率合成法を開発
○安価な反応剤で生成した高活性中間体で
N －メチルアミノ酸の低反応性補完
○既存の手法と比べより短時間・高収率で
N －メチル化ペプチド合成を達成

関係する本学の教員等

〇分子動力学法という原子レベルの計算科学
を用いて多様な MgO セラミックス粒界の
熱伝導度を計算し、得られた結果に対して
構造記述子等の機械学習手法を適用するこ
とによって、粒界の原子配列から高精度に
熱伝導度を予測するモデルを構築した
〇この成果は、熱電変換材料や遮熱コーティング材料等の作製プロセスの最
適化や高集積電子デバイスの性能向上に繋がるものと期待される

関係する本学の教員等

大学院創薬科学研究科

布施新一郎教授

小惑星探査機「はやぶさ2」観測成果論文の
Science 誌掲載について
Point

大学院工学研究科

横井達矢助教

モノーが提唱したアロステリック制御メカニズムの一端を解明
－植物ホルモンの代謝酵素は、植物ホルモンを介在
させる多量体化により活性調節されていた！－

Point

〇「はやぶさ 2」が小惑星リュウグウへタッチダウ
ンした際に取得された超高解像度画像から、タッ
チダウン時に打ち込まれた弾丸とスラスタ噴射の
影響で、多くの岩石と、岩石表面やその内部の隙
間に付着していたと考えられる大量の赤黒い微粒子が舞い上がったことが
わかった
〇クレーターの年代とクレーターが掘り起こした地下物質の色の関係から、
この物質はリュウグウの表層数メートルの厚さで全球的に層状に存在して
いること、それらは 30 万年前から 800 万年前という短期間に、リュウグ
ウ表面物質が太陽に焼かれることで変質して作られたことがわかった
関係する本学の教員等

大学院環境学研究科

悪性中皮腫を光で破壊！

○構造解析と分子動力学的シミュレーションを組み合
わせることにより、植物ホルモンの一つであるジベ
レリンの代謝酵素及びオーキシン不活化酵素が可逆
的に植物ホルモン濃度依存的な多量体形成と活性増
大化を引き起こすことを見出した
○モノーが提唱したアロステリック制御が植物ホルモンの代謝系に働いてお
り、その分子メカニズムを新たに提示できた
○ジベレリン及びオーキシンの恒常性を維持するアロステリック制御システ
ムは、進化においてそれぞれ独立して確立された
関係する本学の教員等

諸田智克講師（当時） 渡邊誠一郎教授

生物機能開発利用研究センター
シンクロトロン光研究センター

上口美弥子教授
永江峰幸助教

竹原清日研究員

NAGOYA UNIVERSITY TOPICS ◦ No.326

13

名古屋大学、三井化学（株）、名大発ベンチャー、
かねてからの不織布に関する共同研究から
新規 3Dマスクの開発へ
Point

卵を作り出す仕組みを発見

－精子ではなく、卵になるということ。－

Point

〇ウィルス除去効果のある再使用可能な新型マスク
の開発

○生殖細胞が卵を作り出すための仕組み
を発見

〇ウィルス除去効果のある不織布フィルターは使い

○メ スの生殖細胞ではスイッチ遺伝子 foxl3 が働くと卵になることが分

捨て
〇 3D プリンターで作製した再使用可能な本体

かっていたが、スイッチが直接駆動する分子機構は不明であった
○今 回「卵になる」ための特徴を作り出す実行部隊（rec8a、fbxo47）

〇抗ウィルス性の酵素や薬剤の探索とマスクへの適用も検討
〇モニター販売により、掛け心地などを継続的に改良
〇高いウィルス除去効果・快適性・高いデザイン性

の同定に成功
○ rec8a は遺伝子の量を半分にし、fbxo47 は卵を大きくすると同時に、
精子への分化を抑えていた
○卵になる経路を壊すと精子ができたことから、生殖細胞の“性”は柔軟
で揺らぐ性質をもつことが示された

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

堀 克敏教授

大学院理学研究科 田中 実教授 菊地真理子助教
大学院生命農学研究科 松田洋一教授 石下 聡研究員

極紫外自由電子レーザーによる非線形内殻
二重空孔状態の観測に成功
～新たな局所化学分析法の実現への基盤技術～

Point

－迅速病態解析や術中補助診断技術への応用に期待－

Point

〇 2 光子吸収による内殻二重空孔
状態の生成と観測に成功
〇電子とイオンを同時測定するこ
とで、微弱な非線形信号を抽出
する手法を開発
〇分子内の原子配置に敏感な新たな局所化学分析法の基盤技術として期待

○メタボローム解析の新たなハイスループット・
プラットフォーム“PiTMaP”を開発した
○ PiTMaP は、煩雑な前処理操作が不要であり、
臓器試料から直接、72 成分のメタボライトを
2.4 分で測定することができ、多変量解析や多重検定を考慮した有意差検
定といった解析を 1 分以内に全自動で完了する
○ PiTMaP を肝障害モデルマウスの肝臓試料、ヒト髄膜種の脳試料に適用し
た結果、発症機序や病態と関連するメタボライトを抽出することに成功し
た

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 伏谷瑞穂准教授
物質科学国際研究センター 菱川明栄教授

大学院医学系研究科

コケ植物の平面成長を支える仕組み

－細胞骨格による細胞の分枝と分裂の調整機構を
発見－

Point

関係する本学の教員等

大学院理学研究科

財津 桂准教授

水素を用いた省エネルギー CO2 回収技術を開発

－火力発電所などの排ガスを混合ガス化、直接燃料・
化成品原料に－

Point

○通常のコケ細胞では、分枝したのち、枝の根元に細
胞核が移動し、そこで核分裂と細胞質分裂が起こっ
た細胞核の移動は微小管に依存していた
○分枝前の細胞のアクチン繊維を阻害すると、分枝は
起こらず、細胞核の移動も起こらなかった
○分枝途中の細胞のアクチン繊維を阻害すると、分枝の成長は止まったが、
細胞核の移動は起こった
○分枝細胞では微小管の配向が変わった
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新規質量分析法とバイオインフォマティクスの統合によるメタボローム解析の
新たなハイスループット・プラットフォー“PiTMaP”の開発に成功！！

○地球温暖化対策のため、CO2 集中排出源からの消費エ
ネルギーが少ない CO2 回収技術の開発が望まれていた
○燃焼排ガスからの CO2 回収に一般的に用いられるアミ
ン吸収法において、再生塔へ H2 を供給することによ
り CO2 を効率よく分離する「H2 ストリッピング再生技術」を開発し、「相
分離型吸収剤」を併用することにより、従来比 4 分の 1 という世界最高水
準の省エネルギー化を実現した
○カーボンリサイクルへ貢献が期待される

関係する本学の教員等

易 培珊研究員

五島剛太教授

大学院工学研究科

町田 洋助教

新たな言語機能診断法の開発！

ゲノム編集を用いた新たな育種戦略

－脳神経外科手術前の言語機能部位の同定－

－強すぎず弱すぎず『丁度よい』突然変異を作って
収量を増やす－

Point

Point

〇浸 潤性脳腫瘍に対して、言語・運動機能及び高

〇ゲノム編集を用いて、複数の農業形質関連遺伝子の

次脳機能を温存しながら安全に摘出を行うため

能力を変えた多数の突然変異体を作り出し、収量が

には、覚醒下手術が重要である

最も高くなる遺伝子の組み合わせを持った系統（例

〇覚 醒下手術前に、ナビゲーション下反復経頭蓋
磁気刺激法を用いることで、侵襲が少なく安全で信頼性の高い言語機能診
断法を開発した

えば、適度な草丈と適度な穂数）を作り出す育種の
新戦略を提案した
〇この育種は、従来の育種手法と比較して大幅に時間と労力が削減できるだ

〇今後、覚醒下手術を行わなくても、ナビゲーション下反復経頭蓋磁気刺激

けでなく、従来手法ではできなかった、複数遺伝子について同時に有効な

法を用いることで、言語機能の温存を可能とする、新たな脳腫瘍手術法の

突然変異を選抜することが可能で、育種の有効性が大幅に向上できること

発展に繋がることが期待される

が特徴

関係する本学の教員等

大学院医学系研究科

関係する本学の教員等

本村和也准教授

夏目敦至准教授

大学院生命農学研究科 河合恭甫大学院生
生物機能開発利用研究センター 上口美弥子教授

深層学習を用い、粒子線照射即発 X 線実測
データから正確な線量画像の生成に成功
－粒子線がん治療への応用に期待－

Point

Point

〇日 本、米国、台湾の研究者が協力し、
粒子線治療における即発 X 線撮像法
で得られた画像から、深層学習により線量画像を得ることに成功した
〇即 発 X 線画像から深層学習による線量画像を得ることを可能にするため
に、効率的に学習データを作成する方法を考案した
〇深層学習を用いることにより、実際の即発 X 線撮像法で得られた測定画像
から、短時間で、鮮明で高い精度の線量画像を得ることができることを実
証した

関係する本学の教員等

大学院医学系研究科

フラッシュグルコースモニタリング（FGM）は
インスリンを使用していない2 型糖尿病患者に
おいて糖尿病コントロールを改善する
○近 年 登 場 し た 血 糖 測 定 器 の 一 種 で あ る
FGM は血糖値を連続的に測定することが
可能
○本研究の結果、インスリンを使用していな
い 2 型糖尿病患者においても、FGM による測定機会の提供が測定終了後も
持続する糖尿病コントロールの改善をもたらすこと、治療満足度、血糖変
動指標なども改善させることが明らかになった
○ FGM は幅広い糖尿病患者に対する糖尿病自己管理のための手段として有
用な可能性がある
関係する本学の教員等

山本誠一教授

矢部卓也大学院生

他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。

大学院医学系研究科 有馬 寛教授
医学部附属病院 尾上剛史病院助教

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

発売中！
本年3月まで国際機構に在籍していた辻 篤子特任教授が、ジャー
ナリストとして新聞社で長きにわたり科学報道に携わってきた
経験を活かし、名大の“今”を自由な立場で綴ったエッセイ
「名大ウォッチ」。
本学の教育・研究活動成果を広く普及させるための広報活動の
一環として、2018 年 8 月に書店やインターネット上で販売を
開始し、多くの方に購入いただきました。

No.326

2020年8月

2020 年 8 月 31 日発行
編集・発行／名古屋大学管理部総務課広報室
つじ

あつこ

辻 篤子 特任教授

現在、第 2 弾を発売中。
附属病院での「カイゼン」とは？ 「台風の目に飛び込む」って
どういうこと？ 今、話題の「はやぶさ 2」に関わる名大の教
員とは？ そして、名古屋にある大学だからこそ学べる「クルマ」
のこと…… 研究そのものはもちろん、研究に携わる人々の人
柄にまで触れることのできる一冊に仕上がりました。

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。

ご興味がおありの方は是非、以下サイトをご確認ください。

「名大ウォッチ」ウェブ版

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

インターネット販売
アマゾン

名大ウォッチ
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まえこうじょう

「伊吹おろし」前口上の謎
この前口上ができた時期や経緯については全く分

1916（大正 5）年頃に作られた、旧制第八高等学校（名
大旧教養部の前身）の代表的な寮歌「伊吹おろし」は、

かっていません。そして、どうやら名大だけのもので

戦後も名大の体育会を中心に歌い継がれてきました。

はないようです。例えば、全国の水産系の大学等で歌

ところで、現在の「伊吹おろし」には、本来の歌詞

われている「水産放浪歌」
（
「水産逍遥歌」
）
、信州大（旧

とは別に「前口上」と呼ばれるものがあります。
「富貴

制松本高等学校）寮歌「春寂寥」
、大阪府立大第二学

名門の子女に恋するを 純情の恋と誰が云ふ」から始

生歌などにも、そっくりの前口上があります。

まり、最後は「いざ声高らかに歌わむかな

この前口上の原曲は、戦前に作られたとみられる
「蒙

第八高等

学校寮歌 伊吹おろし」で終わり、ドイツ語の 1（eins）
、
2（zwei）
、3（drei）
、のかけ声で本曲に入ります。

古放浪歌」とも言われます。確かに、
「水産放浪歌」
に至っては、前口上どころか本曲の歌詞も酷似してい

ただ、その内容はお世辞にも上品とは言えず、前時

ます。ただ、この「蒙古放浪歌」も、戦後にアレンジ

代的な文言も含まれており、本曲の歌詞とはかなり異

のうえ様々な歌手によって歌われており、原曲に前口

質に感じます。実は、八高時代に前口上はなく、八高

上があったかどうかも分かっていないようです。
前口上付きの「伊吹おろし」は、八高の寮歌に源流

廃止後に追加されたものです。体育会機関誌『濃緑』
には、1988（昭和 63）年から前口上だけが掲載されて

がありながらも、戦後の学生文化の中から形成されて

いた時期がありました。あるいは、これも
「伊吹おろし」

きた、八高時代のそれとは異なった歴史的背景を持つ

の本来の歌詞だと思っている卒業生もいるのではない

存在として理解すべきなのかもしれません。

でしょうか。

2

1

3

 舞中央図書館前の林の一角にある伊吹おろし歌碑。1958 年に八高会（八高の同窓会）に
鶴
よって建立された。
2 歌碑に刻まれた歌詞。八高時代の「伊吹おろし」は、その哀調を帯びた曲とロマンチック
な歌詞が市民に愛され、男女を問わず若者にも歌われたと言う。
3 八高学寮の同室の寮生たち（1935 年）。この前口上は、2002 年に学外からの要望を受け、
『学生便覧』から削除された。『濃緑』でも本来の歌詞だけが掲載されるようになったが、
しばらくして学生によって構成される体育会常任委員会であらためて議論され、常任委員
会の責任で事情説明とともに歌詞と前口上が両方掲載されるようになった。ただ、公式の
場では前口上は歌われていない。

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。

新型コロナウイルス感染症対策緊急学生支援基金ご支援のお願い
現在、新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延しており、健康医療は言うに及ばす、
私たちの社会活動に広範かつ深刻な影響を及ぼしております。名古屋大学の学生への
影響も甚大であり、学ぶ意欲をもちながらも困窮している学生の支援や、遠隔授業等
の学習環境整備により、質の高い教育活動を維持するため、ご支援をお願いいたします。
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。
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Web でもご寄附を受け付けております。
https://fundexapp.jp/nagoya-u/entry.
php?purposeCode=110000

■ 詳しくはホームページをご覧ください。
名古屋大学基金

アクセスはこちらから︎

https://kikin.nagoya-u.ac.jp/
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