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名古屋大学オープンキャンパス2020を開催
8 月 17 日 ( 月 ) から 19 日 ( 水 ) までの 3 日間、名古屋大学オープンキャンパス 2020 を開催しました。
この催しは、高校生を中心とする大学進学希望者を対象として、本学の教育・研究における特色の紹介
や施設見学等を通じて「名古屋大学で何が学べるか」を紹介し、今後の適切な進路選択をする上での意識
を高めてもらうことを目的に実施しています。今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か
ら、インターネットを活用し開催しました。今回は、その一部を紹介します。

文学部では、オンラインによる研究室公開を行いまし
た。「発掘現場（豊田市の伊保廃寺）からの実況中継」等、
昨年度までとは違った試みも行われました。

医学部保健学科では、専攻毎にオ
ンラインで専攻紹介等を開催しま
した。放射線技術科学専攻では、
動画にて放射線治療に関する説明
を行い、実際に実習で用いている
放射線治療装置を紹介し、実習内
容に関する説明が行われました。

法学部では、増田学部長が、学部の特色、教育内容、グローバル
化の先進をいく法学部のチャレンジ、卒業後の進路等の説明をし
ました。同時に、法学部棟とアジア法交流館の施設を紹介する映
像も公開しました。続く、模擬講義では、松田准教授が「契約自
由の原則を考える：あなたは自由に決められますか？」
、そして、
近藤教授が「みんな政治から逃げられない？：アニメとコロナに
学ぶ政治学」と題した講義映像を公開しました。午後には、オン
ライン懇談会を開催し、在学生と教員が学生生活、学習内容、国
際交流、卒業後の進路、教員の研究等についての質問に回答しま
した。参加者の協力もあり、充実したやり取りができました。

2

医学部医学科では、木村副研究科長による学
科紹介及び参加者からの質問に教員と在学生
が答える懇談会がライブ配信されました。
懇談会では、参加者から事前に寄せられた、
入試に向けての勉強法、入学後の学生生活・
留学などに関する質問に対し、在学生が実体
験や教育現場の実情を交え回答しました。参
加者からチャットでの追加質問も多数あり、
熱気のあるライブ配信となりました。

Open Campus
工学部では、学科紹介、研究室見学及び模擬講義のオンデマンド配信や
Zoom ウェビナーを利用した「ライブ配信による学部紹介と Q&A」を行い
ました。ライブ配信では、水谷学部長による学部紹介をはじめ、参加申込者
から事前にいただいた質問に対する各学科や教務・入試担当の教員からの説
明に加え、ウェビナー実施中にあった質問への回答を行いました。ライブ配
信による学部紹介は初の試みでしたが、多数の高校生に参加してもらい、学
部・学科の教育・研究の特色や魅力等を伝えるよい機会となりました。

農学部では、各研究室で、研究紹介、教員・学
生との質疑応答等を行いました。
参加者は、事前に申し込んだ最大 4 つ研究室を
訪問し、直接教員や学生と対話しました。農学部
に対する理解をより深める機会となりました。

情報学部では、枝廣学部長の挨拶、学部・学科紹介、模擬
講座等を動画で配信しました。また、現役学生を交えた
オンライン座談会では、活発な質疑応答が行われました。

学生企画では、生協学生委員が主催し、キャンパスツアー
として 1 年生がよく使う施設の紹介や、大学での生活が
イメージできるような動画を配信しました。また、事前に
参加者から質問を募集し、対談企画「教えて名大生！」を
オンラインで行いました。
（学生企画 Web サイト アクセス数 5,092 件
質問・相談件数 41 件）

オープンキャンパス 2020
Web サイト アクセス数
8/17 月
18 火
19 水

3,774 件
3,357 件
2,961 件

全体企画では、松尾総長のメッ
セージや 2014 年ノーベル物理学
賞を受賞した天野教授の講演の
ほか、本学の概要や入試制度の説
明、国際交流の状況及び男女共同
参画の本学における特徴ある取り
組みについての動画配信等が行わ
れました。
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国際機構国際教育交流センター国際プログラム部門
特任教授／部門長

リンリー マシュー
MyBestWord

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？
アメリカの作家ジョン シェッドの言葉で、“湾の中にいれ
ば船は安全だが、船はそのために造られたのではない”と
いう意味です。居心地の良い日常も大切ですが、敢えて冒
険に出ることで、たくさんの学びを得ることができます。
船を外海に出さなければ、今より成長することは不可能で
す。これまでと異なる環境に身を置けばストレスになるし
リスクもあるけれど、強くなれます。

A ship in harbor is safe, but that
is not what ships are built for.
Ⓠ
A

先生はどのような業務を担当されていらっしゃいますか？

英語で学位が取得できる G30 国際プログラム（以下、
G30）のリクルート活動と入試が主な業務です。入
試課国際入試係と一緒に世界各地から留学生を迎えま
す。留学生の確保は、国内外で既に競争が激しくなっ
ています。どの国の大学も優秀な留学生を求めて積極
的にアピールしますので、名古屋大学も負けられませ
ん。受験生に関するデータ分析も重要な仕事です。ま
た、G30 の円滑な運営のために、教職員や学生のコー
ディネートも行っています。

リンリー マシュー
トリニダード・トバゴに生まれ、3 歳でカナダへ移民。ビクトリ
ア大学政治学修士課程修了後、国費留学生として名古屋大学大学
院法学研究科にて修士号取得。名古屋大学法政国際教育協力研究
センター研究員、オーストラリア国立大学クロフォードスクール
博士課程、国際交流基金日本研究フェローシップを得て早稲田大
学政治経済学部に在籍。テンプル大学ジャパンキャンパスを経て、
2014 年より現職。趣味はエアロビクス。

Ⓠ
A

国際プログラム部門長としてやりがいを
感じる瞬間はどんな時ですか？
三つあります。一つ目は、留学生とのかかわり。世界
各地の優秀な学生との出会いは良い刺激になります。
海外出張で、さまざまな国の高校生に名古屋大学の魅
力を説明するのは楽しいものです。二つ目は、G30 の
教員との仕事。様々な背景を持つ教員がいますので、
学術内容も指導スタイルも、とても勉強になります。
三つ目は、留学や英語力向上に関心を持つ日本人学生
たちとのかかわり。G30 の科目は日本人学生にも開か
れていて、英語で専門知識を学ぶ意欲のある学生が増
えています。このような学生の世界を広げ、言語能力
向上をサポートできることもやりがいを感じます。
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G30 新入生が不安なく日本で大学生活を送れるよう開催している G30 情報交換会
G30 学生や教員らとの一枚（2019 年 9 月）

Ⓠ
A

G30 の魅力を PR してください！
G30 入試では、高校の GPA や世界標準試験の成
績や課外活動などを考慮した書類審査に加えて面
接試験を行います。その結果、学力的に優秀なだ

A

Ⓠ
A

今だから言える、ここだけの話を聞かせて
ください。
カナダの幼馴染み 5 人でテクノロックバンドを
つくっていました。私はギターとドラムマシン

けでなく、コミュニケーション能力が高く、学びへ

担当。高校と大学の時です。マンチェスターの

のモチベーションの高い学生が多く入学します。

ニュー・オーダーというバンドのコピーが得意

名古屋大学で 4 年間の教育を受け、高度な研究に

で、わざとらしいイギリスなまりで歌っていまし

触れることで、学生たちの能力は大きく伸びます。

た。でもあまり人気がなくて。初めてのライブで

G30 卒業生の多くが、名古屋大学大学院や海外

ブーイングされ、トイレットペーパーを投げつけ

の世界トップ 50 の大学院に多数合格し活躍して

られました。自尊心を傷つけられても負けない経

いることがその証拠です。また、先述のとおり、

験が、今の私を強くしています（笑）
。他人が何

G30 科目は日本人学生も履修できますので、名

と思おうと、好きなものは好きでいるのが大切で

古屋大学にいながら海外の大学で勉強しているか

す。

のようなプチ留学を楽しむことができます。

Ⓠ

入試課国際入試係のメンバー

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。
G30 の学生募集では海外出張が重要ですが、今年
は出張に行くことができません。その代わりICT
を活用し海外の高校との連絡や会議参加を行って
います。また、日本人学生も留学できなくなって
しまいましたが、G30 の授業はオンラインに適応
していますので、自宅にいながら英語で授業を受
ける良い機会になっています。

Ⓠ
A

今後の目標や意気込みを教えてください。
私はかつて留学生として名古屋大学で勉強しまし
た。楽しくて有意義な学生生活を送ることがで
き、人生の大きな転換点になりました。一方で、
留学生と日本人学生の間には壁のようなものがあ
るといつも感じていました。私の夢は、日本人学
生と留学生が教室の中で一体化し、「国際化」が
特別なものではなくて、大学のごく当たり前の日
常になることです。そして G30 が今以上に活発
になり、世界的に知名度が上がり、名古屋大学に
より貢献できるよう努力したいです。

私個人としては、
“ステイホーム”で、自宅からオ
ンラインで会議や授業を行いました。小学生の子
どもがいるのですが、いつも以上に一緒に遊んだ
り話したりする機会が増えました。でも、ちょっ
と太ってしまったので、人の少ない時間帯に家族
で散歩したり、公園で走ったりしていました。
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国際機構国際連携企画センター 特任講師
名古屋大学ウズベキスタン事務所 副所長

エルムロドフ エルドルジョン
MyBestWord

Ⓠ
A

「My Best Word」を選ばれた理由は？

「調和」という言葉を 7 歳のときに初めて耳にしました。その
時は、
「調和」という哲学的な用語の意味が理解出来ません
でした。
「心の調和」とは自分に自信を持つということです。
そして、感情のバランスを取ることや自尊感を保つことだと
説明してもらいました。私の祖母は教育を受けていませんが、
そのように丁寧に説明してくれたのを覚えています。個人的
な見解ですが、
「心の調和」とは、実現したいことを実現で
きる能力や自分自身に満足感を持つことだと思います。

心の調和は成功と幸福の鍵です
Ⓠ
A

先生はどのような業務を担当されていらっしゃいますか？

現在、名古屋大学ウズベキスタン事務所副所長として、
名古屋大学とウズベキスタンの大学間の「架け橋」に
なれるよう、両国の大学間交流強化に努めております。
幸いなことに、困難ですが、責任を必要とされる、非
常にやりがいのある任務をいただきました。両当事者
の利益と能力を考慮に入れた上で、日本とウズベキス
タンのさまざまな人々や組織と交渉を行っています。
特に、科学技術、経済学、法律、教育等の分野にお
いて名古屋大学とウズベキスタンのパートナー大学との
交流を強化し、研究者及び学生の連携と交流を促進し
ています。

エルムロドフ エルドルジョン
ウズベキスタン世界経済外交大学卒業（2003 年）。 名古屋大学大
学院法学研究科修士課程修了（2005 年）。 韓国ソウル国立大学 外
交官専用課程修了（2008 年）。 ウズベキスタン外務省（2005−
2015 年）。 在日ウズベキスタン大使館領事（2009−2013 年）。
2015 年より現職。
趣味：スキー、BBQ クッキング

Ⓠ
A

この業務に携わるようになったきっかけや
日本に興味を持つようになったきっかけは？
私は10 年以上の経験を持つキャリア外交官でした。在
日本ウズベキスタン大使館に勤めていたときに、名古屋
大学ウズベキスタン事務所の設立等に直接に関わる機会
がありました。その時は、いつか名古屋大学ウズベキスタ
ン事務所で働くことになるとは、想像もしなかったですね。
18 歳のときに、寮で日本から来た留学生と1年間同じ部
屋で住む機会がありました。それを機に、日本に対して
興味を持ち、日本語を学びながら日本の歴史や文化につ
いて理解を深めました。私の人生は美しい伝統を持つ国
と密接に関連しています。また、外務省から名古屋大学
ウズベキスタン事務所に転職した主な理由は、学術研究

研究及び教育についての国際会議に参加
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を行いたいという強い希望があったからです。

Ⓠ
日本にて：和食が大好き

ウズベキスタン・タシケント国立東洋学大学にて：初めての日本語弁論大会に参加

A

新型コロナウイルス感染症は、日本だけでなくウズベキス
タンでも陽性者が確認され、 先生ご自身の業務や生活に
も様々な影響があったと思います。どのように過ごされて
いますか？また、ストレス解消法があれば教えてください。
ウズベキスタンでも多くの分野がコロナ禍で深刻な
影響を受けましたが、特に教育分野は影響が大きく、
全ての大学が一時閉鎖されました。名古屋大学ウズ
ベキスタン事務所にも遠隔業務が導入されましたが、
一日も早く通常勤務に戻りたいと思っています。 私
にとって、事務所のスタッフは家族のような存在です
から、一日も早く皆に会いたいのです。
実はストレスはあまり感じたことがないです。もちろ
ん、不眠症、頭痛、疲労感やその他の身体的症状

名古屋大学にて：ミルジヨーエフ大統領訪問、お疲れ様です

Ⓠ
A

仕事にやりがいを感じる瞬間はどんな
時ですか？
イベントを無事成功させるたびに、そのような気
持ちを抱いています。イベントには、学長会議、
科学シンポジウム、留学フェア、ノーベル賞受賞
者の野依特別教授の訪問、学生研修などがありま

が出るときもありますが、夕方に家に帰って家族全員
の顔を見たとたん、全ての心配が無くなります。

Ⓠ
A

た。ある日、百円ショップで一番きれいだと思っ

事になっています。

た印鑑を買って、今後きっと使えると思っていま

仕事に一番やりがいを感じる瞬間はウズベキスタ

した。しかし、名字が読めなかったです…。

ンの学生が事務所を通して、名古屋大学への留学

るとは限りません。しかし、事務所が一人でも多
くの若者の人生を変えることができたら、本当に
幸せです。

Ⓠ
A

りませんでした。どうして日本人は、何をするの
ときに、どうするのだろうと疑問に思っていまし

日常の綿密な打ち合わせも大変やりがいのある仕

者が相談に来ますが、残念ながら全員が合格でき

日本に留学したときに、印鑑文化について何も知
にも印鑑が要るのだろう。印鑑を忘れてしまった

す。その他にも、空港でのお見送りとお出迎えや

の機会を得るときです。事務所に大勢の優秀な若

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。
日本人研究者のようにちゃんと成果が出せるよう
に、研究を進めていきたいですね。まだきちんと
した研究ができていませんが、一回でも科研費に

昨年末にミルジヨーエフ ウズベキスタン共和
国大統領が本学を訪問されました。 先生も対
応に奔走されていましたが、 印象深かったで
きごとを教えてください。

採択されたいです。
タシケントにて：
ウズベキスタン同窓会
のイベント

私にとって、ミルジヨーエフ大統領訪問のすべて
がユニークで忘れられない経験でした。国家元首
の訪問は急遽決定したものでしたが、名古屋大学
は様々な課題に対して最高レベルで対応すること
ができたと思います。この大統領の来日が名古屋
から、特に名古屋大学から始まったことは非常に
意義が大きく、印象に残っています。

名古屋大学ウズベキスタン事務所にて：
次の面会調整の交渉中
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14 スタートアップ・エコシステム グローバル拠点都市に認定
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■学術研究・産学官連携推進本部

愛知・名古屋地区が、内閣府から
「ス
タートアップ・エコシステム

決意表明するコアメンバー四者の代表

進めていきます。

グロー

これまでも、本学からは、世界を圧

バル拠点都市」に認定されました。本

巻するテクノロジー・アイデアが生ま

事業は、優れた人材、研究開発力、企

れており、東海地区の大学発スター

業活動、資金等を生かした世界に伍す

トアップ企業は 200 社以上、資金調達

る日本型のスタートアップ・エコシス

額も 300 億円を超えています。今回の

テムの拠点の形成と発展を目的とする

認定を機に、これらの動きを加速さ

ものです。本学は、東海地区の大学連

せ、イノベーションにより新たな価値

合を主導し、更なるイノベーション人

を創出し、世界から人材・資金・情報

材の教育・育成、ディープテックを活

などが集まる“Aichi-Nagoya Startup

かしたスタートアップの創出を強力に

Ecosystem”の構築を目指します。

14 研究の魅力を動画で伝えよう！そのノウハウを学ぶ博士人材セミナーを開催

7

■博士課程教育推進機構キャリア教育室

7 月 14 日、27 日及び 8 月 3 日、ポスド

ランスフォーマティブ生命分子研究所

ク・大学院生対象に、
「魅力的な研究

特任准教授と高橋一誠同研究所特任助

PR 動画を作ろう」をテーマにしたセ

教が「魅力的な PR 動画を作ろう：全

ミナーをオンラインで開催しました。

2 回」をテーマに、ワークを交え講演

昨今、研究内容や自己 PR を異分野

講師と参加者のワークの様子

を行いました。

や一般の人に伝える機会が増え、若手

参加者は、学会とは異なる観点で研

研究者に動画や録画で伝える力が求め

究の魅力の伝える方法を学びました。

られています。

また、異分野の大学院生同士が研究発

本セミナーでは、小林隆司物質 ･ 材

表へアドバイスしあうことは、参加者

料研究機構広報室長が「考えたことも

自身への気づきと刺激にもなりまし

なかった伝える技術」を、佐藤綾人ト

た。

18 「夏休みスペシャル減災教室 at home アクセス：ご自宅から0分」を Web 開催

7

■減災連携研究センター

福和センター長の動画
「ストローハウスを作ってみよう！」

8

減災館恒例の夏休みスペシャル減災

Emriver を使って流れる水のはたらき

教室が、新型コロナウイルス感染症の

を学ぶ」「もしもダンパーがなかった

影響により今年度は中止となったた

ら？」
「BiCURI」
「ピノキオぶるる」
「多

め、7 月 18 日 か ら 8 月 31 日 ま で、HP

段ぶるる」等の動画を掲載しました。

上でバーチャル夏休みスペシャル減

また、双六ゲームをしながら安政地

災教室を開催しました。HP 上に、身

震の被害の様子を学ぶ「かわらばんす

近なもので建物の揺れの仕組みを学

ごろく」、地震に強い建物の特徴を理

ぶ、福和減災連携研究センター長に

解できる工作教材「紙ぶるる」他、ダ

よる「プリンで地震の実験！」「スト

ウンロードアイテムも提供し、夏休み

ローハウスを作ってみよう！」と題し

の自由研究に寄与しました。

た動画をはじめ、
「河川地形実験模型

Meidai News
8

1 第1回 NU Friends ウェビナーを開催
■名古屋大学テクノロジー・パートナーシップ（NU Tech）

第 1 回 Nagoya University Friends

話を伺いました。成田氏は本学を卒

in the States（以下、NU Friends）
ウェ

業後、46 歳で映画業界への転身を決

ビナーを開催しました。NU Friends

意し、努力を重ね VFX 業界にプロデ

は米国在住の同窓生やその家族などの

ビューを果たしました。当日は、映

集まりで、現役学生の支援のための

像を用いた圧倒的なプレゼンで 200 人

ファンドレイズ活動等を米国で実施し

以上の参加者を魅了しました。第 2 回

ています。記念すべき第 1 回目のウェ

ウェビナーも企画中ですので、是非ご

ビナーは、ルーカス・フィルム ILM

期待下さい。

社のリードモデラーで、スターウォー
ウェビナーでの講演の様子（講演の録画は NU Tech の
Web サイトから視聴することができます）

8

ズのミレニアムファルコンのデジタル

NU Tech:

モデルを全て手掛けた成田昌隆氏にお

https://www.nutechtransfer.org

6 「医療人名古屋から世界へ －名古屋大学医学部医学科・国際医療系人材育成の紹介－」を開催
■医学部国際連携室

オンライン説明会中の様子

オンライン特別説明会「医療人名古

部教育施設の紹介を行いました。第二

屋から世界へ－名古屋大学医学部医学

部では、医学部が主導する国際医学教

科・国際医療系人材育成の紹介－」を

育の紹介として、英国レスター大学留

開催しました。このイベントは、高校

学プログラムの説明、医学英語模擬講

生など本学入学希望者を対象に、本学

義、学部生による国際的な研究活動に

医学部への関心を高めてもらうことを

関する発表、海外臨床実習を目的とし

目的として開催しました。

た派遣留学プログラムに参加した卒業

粕谷英樹医学系研究科教授の挨拶と

生の経験談を発表しました。高校生を

プログラム紹介に続いて、第一部で

中心に、全国から 100 名を超える参加

は、医学部の歴史、解剖学実習室や臨

があり、盛況のうちに閉会しました。

床シミュレーションセンターなど医学

ブレイクタイム

法人等職員採用試験合格者へ動画配信により職場紹介
令和 2 年度東海・北陸地区国立大学法人等職員採用試験の合格者へ、7 月 22
日（水）10 時から 7 月 27 日（月）17 時までの期間、松尾機構長からのメッセージ、
採用に関するご案内、各部署の紹介動画等を公開しました。
これは、例年実施している職場説明会に替わるもので、今年度は、新型コロナ

動画で挨拶をする機構長

ウイルス感染症拡大防止のため、動画配信により実施しました。
各部署の紹介として、「総務・広報・基金」、「教務・学生サービス・国際交流」、
「研究協力・社会連携」、「企画・評価」、「財務」、「経理事務センター」、「病院経
営」、「医療支援」、「図書」、「施設管理（施設系技術）」及び「全学技術センター」
の 10 の動画を用意しました。
それぞれの所属職員が構成・演出・編集の全てを行い、東海国立大学機構の魅
力ある職場を PR しました。
各部署の紹介動画
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世界初、宇宙ごみをレーザーで除去する衛星を
設計・開発

－宇宙の SDGs－持続可能な宇宙環境の維持をめざして

Point

緑藻が”目覚める”メカニズムを解明
－藻類バイオ燃料への応用に期待－

Point

〇世 界初となる、レーザーを使う方式

〇緑藻の時計遺伝子 ROC75 を解析し、

によりスペースデブリ（不用衛星等

ROC75 は、体内時計を夜から朝に

の宇宙ごみ）を除去する衛星の設計・

移行させることを明らかにした

開発に着手
〇本 学は、レーザー照射方法の研究を

〇 ROC75 を人為的にコントロールす
ることで、緑藻の体内時計を朝にすることに成功した

行い、開発に反映する役割を担う

〇本研究は、体内時計のメカニズムの理解や、植物の世界における体内時計
の進化の解明に繋がる
〇藻類バイオ燃料増産への応用に期待される

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

佐宗章弘教授

遺伝子実験施設

グルコース応答性ゲルにより自律的に
インスリンを放出する人工膵臓デバイスの開発

－血液透析用の中空糸を応用し、ヒト糖尿病治療に向けた性能アップに成功－

Point

松尾拓哉講師

井原邦夫准教授

石浦正寛名誉教授

固体物質における正三角形の分子の形成を
とらえた！
Point

〇「エレクトロニクス（機械）フリー」、
「タンパク質フリー」で構成される新
たな人工膵臓デバイスを開発した
○血 液透析用の中空糸を組み合わせる
ことで、インスリン放出能の飛躍的
な増大を実現した
○本デバイスは血糖日内変動を抑制し、糖尿病合併症の予防に有効である可
能性を示した

〇星 間物質だけで実現していた「3 個
の原子が 2 個の電子を共有」する正
三角形分子を、固体物質で初めて観
測した
〇半 世紀以上も未解決であった物理学
の難題「アンダーソン条件の実現」
を達成した
〇マ イナスの電荷によってお互いに避けあう電子の性質を巧みに操ること
で、新しい電子や原子の規則構造化に成功した
関係する本学の教員等

関係する本学の教員等

環境医学研究所

菅波孝祥教授

田中 都講師

木村真一郎特任助教

塗って加熱してn 型有機半導体膜を作る

－硫黄の脱離反応を利用した可溶性前駆体設計－

Point

関係する本学の教員等

10

陽子衝突からの左右非対称なπ中間子生成
－粒子生成の起源に迫る新たな発見－

Point

〇硫 黄元素の挿入という独自の分子設
計に基づき n 型有機半導体の可溶性
前駆体の創出に成功した
〇 p 型有機半導体と比べて、n 型有機半導体の可溶性前駆体には限りがある
〇今回合成した分子を利用することで、溶液プロセスによって n 型半導体層
を有する有機電界効果トランジスタを作製した

大学院工学研究科

大学院工学研究科 岡本佳比古准教授 天野春樹大学院生（当時） 片山尚幸准教授
澤 博教授 二木健太大学院生（当時） 三十日陸斗大学院生（当時）
横山泰範助教 中村優斗助教 岸田英夫教授 竹中康司教授

〇米 国ブルックヘブン国立研究所の偏
極陽子衝突型加速器「RHIC（リック）」
を使い、反対方向に運動する陽子同
士の衝突により、衝突位置の超前方に生成される「中性π中間子」が大き
な左右非対称度を持つことを発見した
〇偏極陽子と陽子の衝突で生成される中性π中間子の左右非対称度が、超前
方付近の小さい角度でも存在することを発見し、さらにその非対称度がゼ
ロ度（図の角度θ =0 度）付近から急激に増加し、より大きな角度の値と
ほぼ同じ大きさに達することを明らかにした
関係する本学の教員等

早川咲穂大学院生

福井識人助教

忍久保 洋教授

宇宙地球環境研究所／素粒子宇宙起源研究所
毛受弘彰助教

伊藤好孝教授

パーキンソン病患者において世界中で共通して
認められる腸内細菌叢の変化を明らかにした

産学連携のチームによる陸・海観測超小型
衛星プロジェクト

－食料問題解決に貢献する宇宙ビジネスの実証を目指す－

Point

Point

○日 本・アメリカ・フィンランド・ロシア・ド

○産 学連携チームによる、マルチスペクトルカ

イツの 5 か国のパーキンソン病患者において

メラを搭載した陸・海観測超小型衛星計画を

ムチン分解菌である Akkermansia の増加と

提案

短鎖脂肪酸産生菌である Faecalibacterium
と Roseburia の減少を認めた

○ JAXA の 革 新 的 衛 星 技 術 実 証 3 号 機 の 実 証
テーマとして採択され、2022 年度に打ち上

○腸管壁ムチン分解による腸管壁透過性の上昇が、α - シヌクレイン凝集体

げ予定

の腸管神経叢への蓄積を促進する可能性が示唆された

○漁業・農業分野でのデータ利用や環境モニタリングを通じ、世界の食料問

○腸内細菌叢が産生する短鎖脂肪酸の低下により中枢神経の炎症が制御でき

題解決に貢献する宇宙ビジネスの実証を目指す

なくなる可能性が示唆された
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 大野欽司教授
勝野雅央教授 西脇 寛大学院生

平山正昭准教授

島村徹平教授

宇宙地球環境研究所

グラフェンを用いた電子源用新規基板

光により金ナノ粒子を繋ぎ新たな光学特性を
発現

－半永久的再利用可能な基板－

Point

Point

○グ ラフェンを用いて半永久的に再利用可能な
光電陰極電子源用基板の開発に成功
○化 学的不活性かつ熱的に安定なグラフェンの
特性を利用した高性能光電陰極用の再利用可
能な基板の最初のデモンストレーション
〇先 端的な加速器および電子顕微鏡でより強い
競争力を持つための技術的な課題の 1 つ
〇グラフェンコーティングによる化学的に活性な物質に晒される電極などの
表面の保護、加熱による容易な清浄表面の再生、腐食や劣化などの抑制、
長寿命化への期待
関係する本学の教員等

シンクロトロン光研究センター

石坂丞二教授

〇白 色光源と光学フィルターを用いて、金ナノ
粒子を位置選択的に融合させることに成功し
た
〇金 ナノ粒子が融合することで新たな色の吸収
と増強された電場が発生することを、電子顕微鏡観察により明らかにした
〇金ナノ粒子を用いた高感度のマルチカラーセンサーなどの技術開発に繋が
ることが期待される

関係する本学の教員等

郭 磊助教

他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。

高嶋圭史教授

未来材料・システム研究所

名古屋大学 研究教育成果情報

桒原真人准教授

水野りら大学院生（当時）

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.327

2020年9月

2020 年 9 月 28 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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伊勢湾台風救助活動の感謝状・表彰状
このたび、医学部から、こうした附属病院の救助活

1 年前のこのコーナーで、1959（昭和 34）年 9 月の伊

動に対する 3 枚の感謝状・表彰状が見つかりました。

勢湾台風における、名大生による被災者救助活動を紹

こば やし きっ せん

2 枚の感謝状（写真 1、2）は、小林 橘 川名古屋市長

介しましたが、名大医学部附属病院の活動にも特筆す

くわはらみき ね

べきものがありました。

および桑原幹根愛知県知事から医学部附属病院に宛て

医学部附属病院では、台風襲来翌々日の 9 月 28日に、

たもので、1959 年 12 月に贈られています。いずれも、

風水害罹災者救護班を編成しました。救護班は、医師

伊勢湾台風の災害を「未曽有」のものと表現している

2 名、看護師 2 名、医学部附属看護学校の生徒 2 名、事

のが印象的です。

務員 1 名の 7 名で編成し、これを 7 班組織しました。救

きし

表彰状（写真 3）は、岸

のぶ すけ

信 介 首相から、やや遅く

護班は愛知県や名古屋市等の要請に応じて出動するも

1960 年 3 月に贈呈されたものです。宛て名は、医学部

のとされ、さっそく9 月 29日から活動を開始しました。

附属病院救護班、理学部学生自治会、教養部災害救助

そのほかにも、医学部附属病院の医療スタッフは

班の 3 つになっています。
「復旧救助に尽力し抜群の功

様々な救助活動に関わっており、記録が残されている

労があった」と書かれています。

事例の 1 つとして、
「NHK 診療班」があります。これは、

『名古屋大学五十年史』には、教養部と医学部の学

NHK・厚生省・愛知県・名古屋市が主催したもので、

生による伊勢湾台風救助活動への言及はありますが、

名大は後援者としてこれに協力し、同診療班に医師と

理学部学生自治会については触れられていません。同

看護師を派遣しました。

自治会の救助活動の重要性が注目されるところです。

1

1

 林橘川名古屋市長の感謝状（1959 年 12 月 10 日付）。署名だけでなく本文も自筆と思
小
われ、旧字体を含んだ、やや崩した字になっている。「…名古屋市は未曽有の災害を蒙り
数十日間水没地帯にあって困苦艱難を嘗めた罹災者達に対し逸早く温かい救援の手を差
しのべられ今や漸く復興に立ち上ることを得ました…」とある。
2 桑原幹根愛知県知事の感謝状（1959 年 12 月 23 日付）。写真 1 の感謝状とともに、すでに
「伊勢湾台風」という名称が使われている（1959 年 9 月 30 日に気象庁が呼称を決定）。
3 岸 信介首相の表彰状（1960 年 3 月 8 日付）。
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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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