
平成２６年９月１７日 

 

平成２６年度 第５回 教育記者懇談会 
 

Ⅰ アジアを中心とした海外戦略等について 
１ アジアサテライトキャンパス学院の設置及び式典開催について     【資料１】 

２ 博士課程リーディングプログラム入校式の開催について 

① 「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム 

                                 【資料２】 

②  Phd プロフェショナル登龍門                  【資料３】 

 
Ⅱ 行事の開催について 

３ 国連デー記念イベント at 名古屋大学の開催について         【資料４】 

４ 第１０回ホームカミングデイの開催について              

① 学術講演会“iRules”：ネット社会に対応した良識ある家族を育てるために 

                                 【資料５】 

② 講演・体験企画「太陽から地球まで」              【資料６】 

③ 市民公開講座「窓口での医療費支払いを安くするためには」 

④ 市民公開講座「認知症と戦う」 

５ 「第 20 回名古屋メダルセミナー」の開催について           【資料７】 

６ 今後の本学の行事予定                      【資料８】 

 

Ⅲ その他 
７ 第 41 回全日本大学選手権大会（インカレ）ボート競技 女子舵手なしペア種目優

勝について                             【資料９】 

８ 人力飛行機制作サークル 名古屋大学 AirCraft 『鳥人間コンテスト 2014』人力プ

ロペラ機タイムトライアル部門で優勝について            【資料 10】 

９ 第 12 回全日本学生フォーミュラ大会優勝について         【資料 11】 

10 附属学校における SSH の成果について               【資料 12】 

11 次回の開催について 



アジアサテライトキャンパス学院開校式・入学式日程（案） 

 
カンボジア開校式・入学式 

 

会場：王立プノンペン大学（CJCC） 

日時：2014 年 10 月 13 日(月)  

開校式・入学式：9:00～10:30 

レセプション：10:30～12:00 

キャンパスツアー：午後 王立法経大学（RULE）、王立農業大学（RUA） 

招待予定者：カンボジア教育省（教育大臣出席予定）、カンボジア農水省、王立プノンペン大学、

王立法経大学、王立農業大学、在カンボジア日本大使館 他 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ベトナム開校式・入学式 

会場：ハノイ法科大学 

日時：2014 年 10 月 15 日(水)  

開校式・入学式：9:30～11:00 

レセプション：11:30～13:00 

招待予定者：ベトナム教育訓練省、ベトナム司法省、ハノイ法科大学、 

ベトナム国家大学ハノイ、在ベトナム日本大使館、ＪＩＣＡベトナム 他 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
モンゴル開校式・入学式（モンゴル事務所開所式同時開催） 

 
会場：Tuushin HOTEL(ウランバートル) 

日時：2014 年 10 月 14 日(火)  

開校式・入学式：12:30～13:30 

レセプション：13:30～15:00 

招待予定者：モンゴル教育省（教育大臣出席予定）、モンゴル司法省、モンゴル国立大学、 

モンゴル科学技術大学、在モンゴル日本大使館、ＪＩＣＡモンゴル 他 

資料１





名古屋大学
アジアサテライトキャンパス

アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム
 海外サテライトキャンパス設置を通じて、世界と競う大学を形成 

各国の中枢を担う優秀な人材を育成し、
以って、我が国の国力を増大し、日本のプレゼンスを向上

○名古屋大学では、これまでアジア地域において、法政国際教育協力センター（CALE）の法整備に係る人材
育成のプログラムや、医学部のヤングリーダーズプログラム等を提供し、修士の学位を取得させることに
より、各国の副大臣、大臣秘書官、局長クラスなどアジア諸国の政府等機関の幹部候補者の育成に貢献。

○彼らの中にはさらに博士の学位取得を希望する者が少なくないにも関わらず、①途上国の行政官等を対象と
した博士の学位取得のための我が国のプログラムがほとんど無いこと、②各国の政府幹部等は長期に職場を
離れられないこと、等からその機会は極めて少ない。

○当該状況を踏まえ、名古屋大学ではこれまでのアジア地域における他に類のない実績と経験を活かし、各国
政府幹部等に対して、長期に職場を離れることなく博士の学位取得を可能とする「名古屋大学アジアサテラ
イトキャンパス」と本邦キャンパスとの連携によるハイブリッド型プログラムを構築。

本プログラム実施により、
■上位学位(博士)取得を可能にし、我が国の途上国の人材育成のデメリットを克服
■各国の中枢機関に在職する人材の各分野での指導能力、分析能力等を向上
■各国の法整備状況、医療等の状況の論文（英文）等による海外への発信
■各国の行政現場への成果等の反映

名古屋大学

国際開発国際開発

法学法学

医学医学

生命農学生命農学 農村開発

法制度設計

名古屋大学
アジアサテライトキャンパス

●法政国際教育協力センター（CALE)等本学の海外
拠点を活用

●本学固有の研究指導体制の確立
・コアとなる研究指導教員等の派遣
・現地大学等の教員を本学の特任教員等として採用
・TV会議システム、スカイプ、Eメール等ICTを活

用した遠隔指導
・名古屋大学での短期スクーリング（数か月程度）

●短期スクーリング期間中の奨学金等経済的支援

●法政国際教育協力センター（CALE)等本学の海外
拠点を活用

●本学固有の研究指導体制の確立
・コアとなる研究指導教員等の派遣
・現地大学等の教員を本学の特任教員等として採用
・TV会議システム、スカイプ、Eメール等ICTを活

用した遠隔指導
・名古屋大学での短期スクーリング（数か月程度）

●短期スクーリング期間中の奨学金等経済的支援

経済・社会開発

医療行政
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名古屋大学博士課程教育リーディング『「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リ

ーダー育成プログラム（以下ウェルビーイングプログラムという）』は、下記のとおり新規大学

院生の入講式を開催します。 

本ウェルビーイングプログラムでは、今年度第１期生２０名を迎える運びとなり、覚悟を新た

に女性リーダー育成のためのプログラムを推し進めてまいります。 

 

記 

１ 開催日時・場所 

  平成２６年１０月１日（水）９：２  ０ １２：００ 

  野依記念学術交流館１階 

２ 概要 

ウェルビーイングプログラムでは、高度の専門性に根ざしアジア地域の諸問題を俯瞰し国際

的に活躍できる女性リーダーの育成を目指しています。今年度プログラム第１期生２０名を迎

える運びとなり、上記のように入講式を開催いたします。 

入講式では、濵口道成名大総長、髙橋雅英プログラム責任者（医学系研究科長）、束村博子

プログラムコーディネーター（教授）の挨拶等の他、アセアン（ASEAN）保健研究所（タイ）

の研究所長 Supa Pengpid 教授のアセアンの保健医療に関する特別講演も予定しています。 

３ プログラム履修生の展望 

第１期生は、４研究科（農学、国際開発、教育、医学・保健）の大学院生から成り、本プロ

グラムにおいて、海外実地研修、国際シンポジウムなどに参加して国際感覚を養い、分野・国

境を越えて、アジアの国々の文化・社会を理解し、各自の専門性に根ざしてアジアの諸問題を

解決に導く国際的な女性リーダーとなるべく研鑽を積むことを目指します。 

平成 26 年 9 月 17 日

名古屋教育記者会各社 殿 

名古屋大学博士課程教育リーディング『「ウェルビーイング in アジア」実現

のための女性リーダー育成プログラム』入講式の開催 

＜報道対応＞ 

名古屋大学総務部広報渉外課 

TEL：052-789-2016  

FAX：052-788-6272 

E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 

〈入講式に関すること〉 

名古屋大学 Well-being 推進室 

特任准教授 香川 憲夫 

TEL：052-744-1946 

FAX：052-744-1917 

E-mail：coemed@med.nagoya-u.ac.jp 

資料２



The Opening Ceremony of Nagoya University's “Women Leaders Program 
to promote Well-being in Asia” in 2014 

 

Date and Time: 9:20-12:00, Wednesday, October 1, 2014 

Venue: 1st Floor, Noyori Conference Hall 

Chair：Saw YuMon 

 

Time Content  

09:20-10:20 First Session  

09:20  Opening Remarks  

09:20 - 09:30 
Program Manager’s Speech Dr. Masahide TAKAHASHI 

(Dean, Graduate School of Medicine) Introduction of Guests 

09:30 - 09:50 

Program Coordinator’s Speech Dr. Hiroko TSUKAMURA 

(Professor, Graduate School of Bio-

agricultural Sciences 

Director, Office for Gender Equality) 

Introduction of WB program 

Ceremony of Enrollment 

09:50 - 10:00 Greetings for the First Badge  

10:00 - 10:10 President’s Speech Dr. Michinari HAMAGUCHI (President) 

10:10 - 10:20 Commemorative Photo  

10:20 - 10:30 Break  

10:30-12:00 Second Session  

10:30 - 10:35 Introduction of Keynote Speaker  

10:35 - 11:35 Keynote Speech 

Dr. Supa Pengpid 

Director, ASEAN Institute for Health 

Development, Mahidol Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

11:35 - 12:00 Q&As  

12:00 Closing Remarks  

 

 



平成 26 年度 リーディング大学院 

「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム 入講式 

 

日時：2014 年 10 月 1 日（水曜日） 9:20～12:00 

場所：野依記念学術交流館１階 

司会：Saw YuMon 

 

時間 進行  

09:20-10:20 第Ⅰ部  

09:20  開会の辞 
 

 

09:20 - 09:30 
プログラム責任者挨拶 

髙橋雅英（大学院医学系研究科長） 
来賓紹介 

09:30 - 09:50 

プログラムコーディネーター挨拶 

束村博子（大学院生命農学研究科教授）プログラム説明 

Certificate of Enrollment 授与 

09:50 - 10:00 履修生代表挨拶  

10:00 - 10:10 総長挨拶 濵口道成（総長） 

10:10 - 10:20 記念撮影  

10:20 - 10:30 休憩  

10:30-12:00 第Ⅱ部  

10:30 - 10:35 講師紹介  

10:35 - 11:35 キック・オフ特別講演 

Prof. Supa Pengpid, M.Sc 

(マヒドン大学アセアン保健開発研究所

所長) 

11:35 - 12:00 質疑応答  

12:00 閉会の辞  

 



2014 8 28

PhD

PhD

2014 10 3 15:00 16:00 
1F

16:00 17:00
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Event Title 
UN day at Nagoya University 

“Achieving Well-being for ALL beyond 2015” 
国連デー記念イベント at Nagoya University 

「ウェルビーイングの実現に向けて私たちができること」 
 
Date & Venue 
    October 21, 2014 (Tuesday), ES Hall, 1st floor E&S Building at Nagoya 
University 
 
Program (tentative) 
13:00-13:30 Opening Session  

・Welcome remarks： 
by Dr. Michinari Hamaguchi, President, Nagoya University 

・Guest Address：  
by representative from the Ministry of Foreign Affairs (TBC), 

・Guest Address： 
 by representative from MEXT (TBC) 

13:30-14:10 Keynote lecture  
・by Ms. Kaoru Nemoto, Director, the United Nations Information  

Center (UNIC)  
14:10-14:20 International Opinion Poll Session (Flag session) 

・by students from various countries respond to some questions regarding the  
status of women/ gender issues in their home countries 
・The audience will also be involved 

14:20-15:10 Debate on the question related to gender equality  
・by students from Nagoya University 
（[Debate question] Should we set quota for achieving gender quality?） 

15:10-15:20 Break 
 
15:20-16:50 Panel Discussion (including Q and A) 

[Moderator] 
・Dr. Aya Okada, Professor, Graduate School of International Development, 

Nagoya University  
[Panelist] 
・Dr. Mary Racelis, Professor, Department of Sociology & Anthropology, Ateneo de 

資料４



Manila University/ former UNICEF Regional Director/ Board Member, 
Childwatch International Research Network (TBC) 

・Ms. Junko Sazaki, Director, United Nations Population Fund (UNFPA) Tokyo  
Office  

・Ms. Chikako Takase, Director, United Nations Centre for Regional Development  
(UNCRD)  

・Dr. Charles Boliko, Director, FAO Liaison Office in Japan 
・representative, Ministry of Economy, Trade and Industry (TBC) 

16:50-17:00 Closing Session 
・Dr. Yoshihito Watanabe, Trustee (International Affairs) and Vice President, 
Nagoya University, and Director, AC21 General Secretariat 

 
17:10-18:10 Cross-cultural Performance Show 
      ・by Students 
******************************************************************************** 
18:30-20:00 UN Outreach Mission 

【同日開催】 
国連アウトリーチ・ミッション 

（諸国連機関による国連を目指す日本人のための合同就職説明会） 
■日時：2014 年 10 月 21 日（火）18:30 –  
■場所：名古屋大学 ＥＳ館 ＥＳホール（東山キャンパス） 
■主催：国連事務局、外務省 
お問い合わせ：外務省国際機関人事センター URL: http://www.mofa-irc.go.jp/ 
       電話：03-5501-8238（直通） E-mail：jinji-center@mofa.go.jp 
 





 
 
 
 
 
 
 
  

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL:052（789）5111（代表）
http://www.nagoya-u.ac.jp/

平成26年 9月17日

名古屋教育記者会各社 殿 

名古屋大学ホームカミングデイ 学術講演会 

“iRules”：ネット社会に対応した良識ある家族を育てる

ために の開催について 

名古屋大学では，毎年，10 月の第 3 週の土曜日に本学に関係する教職員，学生，

OB，保護者等に加え，地域の方々を対象に卒業生等との連携強化，保護者等との相

互理解及び地域貢献を果たすことを目的に名古屋大学ホームカミングデイを開催し

ております。 

今年で第 10 回を迎え，メインテーマを「情報化社会における融和からの発展」

とし，関連する学術講演を次のとおり実施いたします。 

今回の学術講演は，昨今話題となることが多いスマートフォンの普及によって生

じている子どもや若者間での重大な問題を取り上げております。児童・生徒が有効

かつ安全にスマホやインターネットを活用するためには，保護者の主導により家庭

が一体となって，これを主体的に使用し，学校が協力し解決に導いていく以外にな

いのではないかと考え，この問題の解決のための革新的な取り組みで世界的に知ら

れているジャネル・バリー・ホフマン氏をアメリカからお迎えし講演をしていただ

きます。 

ついては，一般市民の方にも関心の高いテーマであり，講演は日英同時通訳で行

いますので，ぜひ，事前の周知にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

なお，ジャネル・バリー・ホフマン氏は，前日の 10 月 17 日（金）に本学の教育

学部附属学校 PTA 特別研修会でも講演されます。 

 

また，ジャネル・バリー・ホフマン氏への事前取材（10 月 16 日又は 10 月 17 日

の午前，15 時以降なら可能）については，9 月 26 日（金）までに連絡をいただけ

れば，出来る限り対応いたします。 

 

ホームカミングデイについては，ホームページでもご確認いただけます。 

http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/home-coming-day/hcd_10/ 

＜報道対応＞ 

名古屋大学総務部広報渉外課 

TEL：052-789-2016  

FAX：052-788-6272 

E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 

＜シンポジウムの内容について＞ 

名古屋大学大学院教育発達科学研究科 

教授 大谷 尚 

TEL：052-789-2635  

E-mail：otani@nagoya-u.jp  

資料５



Nagoya University Homecoming Day

MAP D3
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Nagoya University Homecoming Day
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MAP E3



        平成26年8月19日 
 
名古屋教育記者会各社 御中 
 

「第20回名古屋メダルセミナー」の開催について 
 

名古屋大学理学研究科物質理学専攻 教授 
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長 
名古屋メダルセミナー組織委員会 委員長 
伊丹 健一郎 

 
 名古屋メダルセミナーは、理化学研究所理事長・名古屋大学特別教授の野依良治先生とシカゴ大学・中部大

学教授の山本尚先生（名古屋大学名誉教授）の発案にて、万有生命科学国際交流財団のご支援を受け、1995年
に創設されました。両先生はわが国が国際競争力を維持し、さらに発展するための鍵となる研究領域は「有機

合成化学」であるとの強いお考えのもとに、将来を担う若人にその可能性とその面白さ、奥深さを再認識させ

たいと思われました。国際的に大活躍されている超一流の研究者ご本人にご自分の研究の最先端を学生向けに

わかりやすく講演していただくことが、最も教育的です。「名古屋ゴールドメダル」のはじまりであり、今年

で第20回を迎えます。1999年からは「有機合成化学の分野において、大きなインパクトを与えた、比較的若い

日本の研究者にシルバーメダルを授与する」ことが決まりました。これまでに１9個のゴールドメダルと15個の

シルバーメダルを授与し、本メダルの国際的認知度は加速度的に高まっています。 
 21世紀に入ってから、「有機合成」に関わるテーマでノーベル化学賞が9名もの人に授与されました。野依良

治博士、ウィリアム・ノールズ博士「不斉触媒による水素化反応の研究」、バリー・シャープレス博士「不斉

触媒による酸化反応の研究」、イブ・ショーヴァン博士、ロバート・グラブス博士（名古屋ゴールドメダル）、

リチャード・シュロック博士「有機合成におけるメタセシス法の開発」、鈴木章博士、根岸英一博士、リチャ

ード・ヘック博士「有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング」です。このことから、有機合成が

実社会で果たす役割が如何に大きいかということが、一般市民にも広く理解されたことと思います。とくに日

本人の貢献度は高く、「有機合成」はわが国のナショナルサイエンスとして過言ではありません。わが国では7
名のノーベル化学賞受賞者を生み出してきました。この研究文化を今後とも続け、名古屋メダルセミナーを介

して、わが国の若手研究者・学生に大いに刺激を与え、多くの新しい芽を育てたいと思っております。 
 今年は、カリフォルニア大学バークレー校のジョン・ハートウィッグ(John F. Hartwig)教授にゴールドメダル

を、京都大学の浜地格教授にシルバーメダルを授与します。ハートウィッグ教授からは「Regioselective 
Functionalization of Alkyl and Aryl C-H Bonds」と「Fluoroalkylation and Fluorination」を、浜地教授からは「Protein 
Organic Chemistry Under Live Cell Conditions」のご講演をいただく予定です。 
 本セミナーのポスターを添付（別添）いたします。ご来場いただき、御一見いただければ幸いです。 
 何卒、よろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 
日 時：平成26年10月27日（月曜日） 10:00 – 18:00 
会 場：名古屋大学 野依記念学術交流館 カンファレンスホール 
 
（問い合わせ先） 

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長 伊丹 健一郎 
E-mail：itami@chem.nagoya-u.ac.jp 
電話/FAX: 052-788-6098 
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第 41 回全日本大学選手権大会（インカレ）ボート競技 女子舵手なしペア種目の優勝

について 
 
１．大会の概要 

第 41 回全日本大学選手権大会（インカレ） 
主催：公益社団法人日本ボート協会 
主管：日本ボート学生連盟 
場所：戸田オリンピックボートコース（埼玉県戸田市） 
   コースの距離：2000ｍ 
実施日：平成 26 年 8 月 21 日（木）～24 日（日） 

 
全日本大学選手権は昭和 49 年に開始された。当初は男子種目のみであったが、平成元年か

ら女子種目も実施。 
 
【実施種目】 

男子：エイト、舵手つきフォア等 ８種目 
女子：ダブルスカル、舵手なしペア、シングルスカル、舵手付きクォドプルの４種目 

 
出場校：83 大学  
＊学部別で参加している大学は、別々でカウント 

 
出漕クルー：13 クルー 
予選： 2 位 （1 位早稲田大学）＊予選のタイムは早稲田に次ぎ 2 位 
敗者復活戦： 1 位  
準決勝： 2 位 （1 位早稲田大学） 
決勝：1 位 名古屋大学 （7:43.92） 
      2 位 立命館大学 （7:45.15） 

3 位 早稲田大学 （7:52.81） 
4 位 明治大学    （7:58.90） 

 
全日本大学選手権大会での優勝は、名大ボート部史上初めて。 
これまでの最高位は 2 位（2004 年） 
＊1949 年に新制名古屋大学の漕艇部発足以降 
 
２．名古屋大学漕艇部について 
（１）名古屋大学漕艇部の概要 

漕艇部部長：  中野富夫 （名古屋大学法学研究科・准教授）  

名大ボート部優勝種目：女子舵手なしペア 
優勝者：榊原 舞子（さかきばら まいこ）   農学部 応用生命科学科 4 年生  
    関根 優佳（せきね ゆか）      医学部 保健学科    3 年生 
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練習場所：庄内川下流の一色大橋付近の水域。一色大橋の

やや上流の中川区大蟷螂町に艇庫・合宿所があり、合宿

を中心とした朝・夕の練習を行っています。 
部員数：64 名 （8 月 31 日現在） 
（1 年：18 名、2 年：16 名 3 年：12 名 4 年：9 名 大

学院生 9 名）＊うち 男子 41 名、女子 23 名 
 
                                庄内川の艇庫・合宿所 
 
（２）名古屋大学漕艇部の歴史 

名古屋大学漕艇部は、主に 75 年前（太平洋戦争前）の名古屋帝国大学漕艇部（医学部、

理学部、工学部）、名古屋帝国大学付属医学専門部（注；医学部とは別組織）と約 100 年前

に創立した第八高等学校、それに名古屋経済専門学校等の漕艇部の伝統と施設を引き継ぎ、

昭和 24 年の学制改革による新制名古屋大学の発足に伴い、現在の名大漕艇部の形態が出来

上がりました。 

名古屋帝国大学漕艇部の源となる県立愛知医科大学漕艇部は昭和 4 年に正式発足しまし

た。 

昭和 22 年（1947 年） 名阪戦開始 
昭和 31 年（1956 年） 名工大戦開始 
昭和 43 年（1968 年） 艇庫を松陰公園から現在の大蟷螂町に移転 
平成 7 年（1995 年） 女子部創設 
平成 14 年（2002 年） 新艇庫を建設（OB・OG の寄付により） 
平成 23 年（2011 年） 創基 100 周年（八高漕艇部創部から 100 年） 
            新合宿所を建設（OB・OG の寄付により） 

 
主な戦績 （全日本大学選手権・全日本選手権） 

平成 8 年（1996 年） 全日本大学選手権  男子エイト     8 位 
                     女子シングルスカル 7 位 
平成 10 年（1998 年） 全日本大学選手権  男子エイト     8 位 
平成 14 年（2002 年） 全日本大学選手権  女子シングルスカル 3 位 
平成 15 年（2003 年） 全日本大学選手権  女子シングルスカル 4 位 
                     女子ダブルスカル  6 位 
平成 16 年（2004 年） 全日本大学選手権  女子ダブルスカル  2 位 
                     女子舵手なしペア  2 位 
           全日本選手権    女子ダブルスカル  5 位 
                     女子舵手なしペア  3 位 
平成 19 年（2007 年） 全日本大学選手権  男子舵手つきフォア 8 位 
平成 20 年（2008 年） 全日本大学選手権  男子エイト     7 位 
平成 21 年（2009 年） 全日本大学選手権  男子舵手つきフォア 7 位 
平成 22 年（2010 年） 全日本大学選手権  男子舵手つきフォア 8 位 
平成 23 年（2011 年） 全日本大学選手権  女子ダブルスカル  7 位 
平成 26 年（2014 年） 全日本大学選手権  女子舵手なしペア  優勝 



１９１１ 第八高等学校漕艇部



明治４４年 第八高等学校漕艇部

昭和４年 県立愛知医科大学漕艇部

官立名古屋医科大学漕艇部

昭和１４年 名古屋帝国大学漕艇部

新制名古屋大学の発足昭和２４年 学制の改革にて旧制高校廃止・

名古屋大学漕艇部



 明治４４年（１９１１年） １０月 創部
初代部長 石倉小三郎 教授

固定席艇 ３艇 カッター１艘

松蔭での八高出艇風景 八高艇庫前で



昭和４年（１９２９年）

県立愛知医科大学漕艇部正式発足
部長 斎藤眞 教授

斎藤教授は、その後昭和２４年まで２０年間漕艇部長を務

める。

斎藤眞 教授

レース観戦中の斎藤漕艇部長



昭和１０年（１９３５年）

第６回インターハイ（クリンカーエイト） 一高を破り優勝

昭和２３年（１９４８年）
最後のインターハイ（シェルエイト） 三高を破り優勝

昭和２３年最後のインターンハイ決勝
八高 対 三高 （戸田コース）

昭和１０年インターハイ決勝で一高を破る

（隅田川白髭橋）



 昭和２４年（１９４９年）学制改革により

新制の名古屋大学発足

 旧制第八高等学校から漕艇部建物とその精神を引継
ぎ、現在の名大漕艇部の形態となる。

名大が引き継いだ八高艇庫（中央）
左は名大１号艇庫



名阪戦 ：昭和２２年に開始（早慶戦に次ぐ歴史を持つ）

名工大戦：昭和３０年に名工大漕艇部創部

昭和３１年に対校戦開始

昭和２７年の名阪戦 昭和３２年第２回名大・名工大戦
で挨拶する勝沼精蔵名大総長・
（松陰公園）



 昭和３６年（１９６１年）
第６回中日本レガッタ（シェルエイト） 優勝

 昭和４３年（１９６８年）
第１３回中日本レガッタ（シェルエイト） 優勝

昭和３６年中日本レガッタ （シェルエイト）決勝
１位 名大 ２位 東京トヨペット ３位 慶応大

優勝のエイトクルー



昭和４３年（１９６８年）に大学紛争が発生

１９７０年代初頭から部員数の減少が目立ち始める

特に昭和４９年（１９７４年）以降部員数の劇的減少

（昭和５１年の新入部員は３名）

昭和６１年、６３年の中日本レガッタでエイト３位入賞し
復活を遂げる
昭和６２年に新入部員は１４年ぶりに１０名となり、平成になり
更に部員は増える



昭和６１年 中日本レガッタに３位
入賞したエイトの力漕



・平成７年（１９９５年）女子部創設 部員１名

・平成８年（１９９６年）

全日本大学選手権（インカレ）

シングルスカル ７位

・平成１４年（２００２年）

インカレ シングルスカル ３位

・平成１６年（２００４年）

インカレ ダブルスカル ２位

インカレ 舵手無しペア ２位

平成１６年インカレ

ダブルスカル・舵手無しペア
２位表彰台



・平成８年（１９９６年） 男子エイト ８位

・平成１０年（１９９８年） 男子エイト ８位

・平成１９年（２００７年） 男子舵手付フォア ８位

・平成２０年（２００８年） 男子エイト ７位

 予選タイム ５分５７秒１６

・平成２１年（２００９年） 男子舵手付フォア ７位

・平成２２年（２０１０年） 男子舵手付フォア ８位

・平成２３年（２０１１年） 女子ダブルスカル ７位

平成２１年インカレでの対抗フォア



卒業生の寄付によって完成
した「新合宿所」

名大漕艇部の歴史の重みを再認識し
 ボート競技を通して有為な人材の養成
 地域社会への更なる貢献
 全国レベルでの活躍



人力飛行機制作サークル 名古屋大学 AirCraft 
『鳥人間コンテスト 2014』タイムトライアル部門で優勝 

 
 
１ 鳥人間コンテストとは 

鳥人間コンテストは、読売テレビ制作のテレビ番組です。1977 年にテレビ番組「びっくり

日本新記録」の 1 企画から始まり、後に単独番組となりました。当初は鳥の仮装をした者や

ハングライダーなどを使ったものが飛び降りるのみでしたが、技術の向上と共に 1986 年に滑

空機部門と人力プロペラ機部門に分かれました。さらに 2006 年よりプロペラ機部門は、飛距

離を競うディスタンス部門と規定距離の折り返し時間を競うタイムトライアル部門に分かれ

ました。当チームはタイムトライアル部門に出場しました。 
なお，今年は、7 月末に滋賀県の琵琶湖において開催されました。 
 

【タイムトライアル部門とは】 
高さ約 10m のプラットホームから離陸をします。500m の折り返しで計１km を飛んだ時

間を競います。速度を出すために大きな負荷で漕ぎ続ける体力と、最大の難所である旋回を

成功させる技術が問われる部門です。 
 

２ 大会結果 
人力飛行機制作サークル 名古屋大学 AirCraft が、歴代 2 位となるタイム 1:43:31

で初優勝。 
前年度大会で社会人チーム「Team`F′」が、単独優勝した記録 1:43:03 に肉薄するタイム

で学生には今後数年は届かないと思われていました。 
昨年、当チームは 2 位で，20 秒近い差をつけられていました。 
 

【機体諸元】 
機体名 Mercurius（俊足の神、太陽系を最短経路・周期で周る惑星である水星の語源） 
定常速度 11m/s 
スパン（翼の長手方向の長さ） 20.8m 
全機重量（52kg パイロット合わせて） 85.7kg 
必要出力 291W 
 

３ 優勝に向け工夫した点 
前年度優勝チームの豊富な経験を活かした操縦技術による旋回時間の短縮に対抗するため、

機速を昨年度より速くし 11m/s としました。これにより試験飛行の難易度が上がりましたが、

高速化を進めてきた運用ノウハウの蓄積と先輩方の協力、パイロットの操縦技術上達や機体

を捕まえる人が上手くなったことにより試験を成功させることができました。 
旋回対策としては、小柄なパイロットにあわせて機体もコンパクトにし操舵を強化して小

回りが効くようにしました。 
フライトシミュレータにより本番を想定した操縦練習を行いました。その際、大会出場経
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験のある先輩複数人にコーチをしていただきました。 
 

４ 連覇に向けた抱負 
また来年度も同部門に出場する予定であり、大会新記録を目指して活動を開始しています。 
怪物級の大型パイロットの強みを生かしてさらなる高速化を図る予定であり、現在の課題

は試験飛行のためにいかにして離陸・着陸しやすくするかです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飛行中の機体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機体とサークルメンバーによる記念写真  



５ 名古屋大学 AirCraft の紹介 
１）部 員 数 

2014 年度大会時 学部 3 年生：7 人、学部 2 年生：11 人、学部 1 年生：28 人 
２）歴  史  

1998 年に鳥人間コンテスト初出場。 
2000 年より名古屋大学の公式サークルとなった。 
2003 年・2005 年 鳥人間コンテスト 人力プロペラ機部門出場 
2006～2008 年  鳥人間コンテスト タイムトライアル部門出場 
2009 年 同コンテストが未開催のため記録なし 
2011 年 同コンテスト書類審査落選。有志による交流飛行会に出場し、優勝。 
2012 年 鳥人間コンテスト タイムトライアル部門にドボン会とのコラボ出場。 
機体・人員・パイロットなどの実働は名古屋大学。優勝 2:08:50 
2013 年 鳥人間コンテスト タイムトライアル部門 準優勝 2:01:64 
2014 年 鳥人間コンテスト タイムトライアル部門 優勝 1:43:31 

３）活動場所：共同利用施設 １F 
４）活動内容 

推進力源を人間のみとする人力飛行機を一年計画で設計・制作・試験飛行（飛騨エアパ

ークにて）を行います。共同利用施設１F に作業場所を持っており、休日は講義室を利用

したりしています。CFRP パイプを始めとするほぼすべてのパーツを自作しており、材料

発注から強度試験、人員運用など工業の一連の流れを経験します。ここ数年は担当部位ご

とに班（プロペラ・翼・駆動・パイロットなど）に分かれ製作に当たっています。それと

は別に代表、事務、会計、設計、試験飛行手続きの役職があります。 
 
 

（注）大会名称等を使用される場合は、主催者である読売テレビ放送株式会社の許諾を得てい

ただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 



名古屋大学フォーミュラチームFEM 
1 大会の紹介 

社団法人自動車技術会が主催する，「全日本学生フォーミュラ大会～ものづくり・デザインコンペ

ティション～」について説明致します．大会の趣旨は，主役である学生が自ら構想・設計・製作した

車両により，ものづくりの総合力を競い，産学官民で支援して，自動車技術ならびに産業の発展・

振興に資する人材を育成することです． 
この大会は毎年夏に開催され，それに向けて参加大学は一つの仮想企業としてフォーミュラスタ

イルの車両を製作します．競技は，車両の走行性能を競う動的競技だけでなく，製作技術・生産方

法や企画・販売といった要素を競う静的競技もあり，ものづくりの総合力を競うものです．国内第1
回大会は2003年に開催されました．学生のみで作ったとはいえ，その走りは非常にダイナミックで

レーシングカーそのものです．エンジニア志望の学生だけでなく，一般の人でさえその走りには興

奮を覚えるでしょう． 
近年では，海外チーム含め90校を超える大学がエントリーしており，年々レベルが上がっており

ます．第12回大会では，参加チーム数は合計96チーム（うち11チームが海外），参加人数は約

5000名となりました．また，メディア上で公開される機会も増加してきており，今大会では，Ustream
で競技の様子が生中継されました．工業界での認知度は高まってきており．今後，直接は関連性

の薄い産業分野の企業にも認知されるような大きなイベントとなることが予想されます． 
 

※ 全日本学生フォーミュラ大会に関するより詳しい内容は，自動車技術会ホームページをご覧く

ださい． 
http://www.jsae.or.jp/formula/jp/  

 

2 弊チームの紹介 

私たち名古屋大学フォーミュラチームFEMは，体育会加盟団体であり，全日本学生フォーミュラ

大会に参戦・優勝するために，名古屋大学の学生が主体となりフォーミュラカーを製作しています．

2003年11月に有志を募って発足し，第2回大会から参戦しています．今期で12期目を迎え，2014

年9月現在46名のメンバーで構成されています． 

 本田技研様のバイクである「CBR600RR」に搭載されている「PC40E」をコアにフロントウィング・リ

アウィング・ディフューザーを搭載したフルエアロマシンを学生の手で開発しております． 
 多くのスポンサー企業の皆様・OBの皆様に支えられ，今年9月に行われた第12回全日本

学生フォーミュラ大会において総合優勝を納めることができました． 
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3 競技内容 
・書類選考 （0点） 

 事前提出のデザインレポート，安全構造同等性フォーム，インパクトアッテネータデータ等によ

る書類選考を行う．提出期限を守れない場合にはペナルティ及び大会出場権剥奪が課される． 
・車検 （0点） 

 車両の安全・設計要件の適合，ドライバーの5秒以内脱出，ブレーキ試験，騒音試験，チルト試

験を行う．車検通過しなければ，動的競技を行うことができない． 
 
・静的競技 

- コスト審査 （100点） 
 年産1000台を仮定したコストテーブルに基づき事前提出書類を提出し，コストの妥当性を審

査する．また，指定した部品の製造工程などについて口頭試問を行うリアルケースシナリオに

て，知識・理解度を評価する． 
- プレゼンテーション審査 （75点） 

 学生のプレゼンテーション能力を審査する．内容は『レーシングカーの設計会社として，製造

会社の役員に設計上優れていることを確信させる』という仮想のシチュエーションのもとで行う． 
- デザイン審査 （150点） 

事前に提出した設計資料と車両をもとに，どのような技術を採用し，どのような工夫をしてい

るかを評価する．具体的には，車体および構成部品の設計の適切さ，革新性，生産性，整備

性などについて口頭試問する． 
 

・動的競技 
- アクセラレーション （75点） 

 75m直線コースによる加速性能の評価．各チーム2名のドライバーがそれぞれ2回，計4回走

行し，タイムを競う． 
- スキッドパッド （50点） 

 8の字コースによる旋回性能の評価．各チーム2名のドライバーがそれぞれ2回，計4回走行し，

タイムを競う． 
- オートクロス （150点） 

 直線・ターン・スラローム・シケインなどによる約800mのコースを1周走行する．各チーム2名の

ドライバーがそれぞれ2回，計4回走行し，タイムを競う．  

- エンデュランス （300点） 
 直線・ターン・スラローム・シケインなどによる約1kmのコースを20周走行する．マシンの全体

性能と信頼性を評価する．  
- 燃費 （100点） 

 エンデュランス時の燃料消費量で評価する． 
合計 1000点 

 
4 結果 
・静的競技 

- コスト審査 62.14点/100点 6位 
- プレゼンテーション審査 75点/75点 1位 
- デザイン審査 135点/150点 2位 



 
・動的競技 

- アクセラレーション 74.48点/75点 3位 
- スキッドパッド 32.94点/50点 10位 
- オートクロス 143.24点/150点 4位 
- エンデュランス 300点/300点 1位 
- 燃費 78.69点/100点 9位 

総合得点 891.49点 総合1位(予選を通過した90校中) 
 

5 車両紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 これまで開発を進めてきたホンダ・PC40Eをコアとしたパワートレイン・エアロダイナミクスを活か

しつつ，いつでも誰でもドライビングを楽しめるフォーミュラマシン「Formula Entertainment 
Machine」をコンセプトに，大会コースで得られるダウンフォースの最大化や適切なサスペンショ

ンジオメトリを目指した操舵による応答特性，トルクバンドの拡大やレスポンスの向上を目指すア

クセル操作による応答特性，プロポーショニングバルブの搭載や関連パーツの剛性・耐久性の

向上を目指すブレーキ操作による応答特性の3つに着目し開発を行いました． 
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