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平成２６年度 第７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 ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校との大学間学術交流協定の締結について 

                                  【資料１】 

 

Ⅱ 行事の開催について 

２ 石田賞授賞式について                      【資料２】 

３ 第 4 回名古屋大学社会イノベーションデザイン学センターシンポジウムの開催につ

いて                               【資料３】 

４ リーディング大学院プログラム合同シンポジウムの開催について   【資料４】 

５ リーディング大学院プログラム履修生（修士学生）募集説明会の開催について 

                                  【資料５】 

６ 第７回グローバル人材のための国際情勢講座の開催について     【資料６】 

７ 名古屋大学レクチャー2014 の開催について             【資料７】 

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

 

Ⅲ 天野教授に続け！ 今輝く，勇気ある知識人（学生紹介） 

９ 学生によるフレッシュな企画 IGER リーディングプログラム 国際教育企画 

  「バイオインフォマティクス」への招待 を企画する学生たち    【資料９】 

 

Ⅳ その他 

10 名古屋大学特別教授の称号授与について              【資料 10】 

11 次回の開催について 



平成 26 年 11 月 26 日  
 

名古屋大学とラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校（タイ王国）間の 
学術交流協定調印式について 

 
【調印式】 
日時   2014 年 12 月 8 日（月） 13:00～14:00 
場所   ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校 Mangalaubon Conference Hall 
 
【相手機関名】 
和文名   ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校  
英文名   Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
URL  http://www.eng.rmutt.ac.th/ 
 
 ラジャマンガラ工科大学は、タイ国内の各地に 9 つのキャンパスを持ち、タンヤブリ校はその

メインキャンパスにあたる。キャンパスは首都バンコクから北約 40 キロに位置するタンヤブリと

いう地域にあり、学部は 12 学部（工学部、理工学部、演劇・音楽学部、経営学部、教育学

部、教養学部など）、学生数は約 2 万人（大学院生含む）、教員数は約 800 人を数える。国

際交流は非常に活発で、ヨーロッパとアジアを中心に世界中の大学、研究機関と交流協定

を結んでいる。日本の大学との交流は、京都大学、京都工芸繊維大学、長岡科学技術大学、

近畿大学等が協定を結び、共同研究を実施している。 
 
【協定締結に至る経緯と今後の活動】 
 名古屋大学とラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校は、2014 年 2 月より互いに訪問を重

ね、タイでの社会実証実験協力の要請、共同研究の可能性についての意見交換を行い、交

流を深めてきた。今後、学術交流・学生交流の更なる広がりを図るため、学術交流協定締結

の検討が行われ、2014 年 12 月に締結を実施するに至った。 
 本学では、文部科学省革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）の採択を受

け、2014 年 4 月に未来社会創造機構（機構長 松尾清一副総長）を設置し、「多様化・個

別化社会イノベーションデザイン拠点～高齢者が元気になるモビリティ社会～」の実現に向

けて、工学研究科、情報科学研究科、環境学研究科、医学系研究科の教員が、産業界とと

もに分野横断的な研究開発を推進している。 
 本機構内の社会イノベーションデザイン学センター（SIDC）（センター長 齋藤永宏教授）

では、2015 年春からラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校にてパーソナルモビリティを用いた

社会実証実験を開始する予定である。 
 2014 年 4 月に設置された名古屋大学バンコク事務所（チュラロンコン大学内）は、本社会

実証実験はもとより、タイをはじめとするアジア諸国との学術交流及び研究成果の社会実装

に向けた活動を支援していく。 
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AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION
BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

THANYABURI AND NAGOYA UNIVERSITY

On Monday December 8, 2014, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Pathumthani, Thailand)

and Nagoya University (Aichi, Japan) will hold a signing ceremony on an Agreement for Academic

Exchange and Cooperation at Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

The new partnership will focus on promoting academic exchange and joint research to implement innovative

technology for our society and to foster international scholars and students.

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) has been established and possessed high

recognition for its educational quality for over 30 years under the name of Rajamangala Institute of

Technology (RIT) with its campuses found nationwide which consists of nine Rajamangala Universities of

Technology.

Nagoya University (NU), since its foundation in 1939 as one of imperial universities, has been developed as

one of the top universities. Known for its research excellence, in 2014, NU produces two Nobel

Laureates in Physics for the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright and

energy-saving white light sources.

We will start to conduct field operation tests on the harmony between personal mobility and human around

RMUTT in the year of 2015.

Rajamangala University of Technology Thanyaburi Nagoya University

Date: Monday, December 8, 2014
Time: 1:00 p.m.-2:00 p.m.
Venue: Mangalaubon Conference Hall in Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Signing Ceremony

Field operation tests on the harmony between personal mobility and human

RMUTT

RMUTT Campus map
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「名古屋大学石田賞」の創設について 

 

 

【名称】 名古屋大学石田賞 

 

【 目 的 】 

 ・石田財団からのご寄附の意志に基づき、人文社会科学及び自然科学の分野で未来を 

  切開く若手研究者の育成を目的に石田賞を設ける。 

 

【賞の対象者】 

 ・東海三県（愛知、三重、岐阜）内の研究機関で研究する若手研究者で人文・社会科学

及び自然科学の分野において、一定の成果を上げた研究に対し授与する（当該年度の

４月１日時点で３５歳以下の者。ただし、人文・社会科学の分野については、４０歳

以下の者）。 

 ・博士の学位を取得していること。（ただし、人文・社会科学の分野はこの限りではな

い。） 

 ・外国人の場合は、推薦時点において我が国で 5 年以上研究者として、研究機関に所属

しており、今後も継続して我が国で研究活動を予定していること。 

  （なお、日本国籍を有する者の場合は、この条件を問いません。）   

 

【授賞について】 

 ・授賞件数：人文・社会科学分野 １件 

       自然科学分野    １件 

  

 ・賞状及び副賞（１件５０万円） 

 

【審査委員会】 

 ・名古屋大学石田賞審査委員会の主たる審査メンバーは、以下の構成とする。 

   総長が指名する理事・副総長又は総長補佐 

   各分野を専門とする研究者で総長が委嘱する者 

   高等研究院長が推薦し、総長が委嘱する者  

   旧石田財団の関係者（永沢 満 氏） 

    

【審査方法】 

  提出された「名古屋大学石田賞申請書及び推薦書」により審査を行う。 

  審査方法は審査委員会で別に定める。 

  審査においては、 

   ①将来、各分野の発展に貢献する可能性が高いことが客観的に評価できること。 

   ②独創性に優れた学術研究の成果であること。 

  等について、各申請に対して段階別の評価を与え、総合的評価により選抜を行う。 

 

【申請について】 

 ・申請は、各機関の長等からの他薦を主とするが、自薦も可とする。 

 ・申請は、別紙「名古屋大学石田賞申請書及び推薦書」を提出する。 

 

【授賞日】 

 ・原則として、毎年１１月１６日に本学で行う。（故石田退三氏の誕生日） 

  

 



 

 
                              平成 26 年 7 月 

                          国立大学法人名古屋大学 

 

第３回「名古屋大学石田賞」授賞候補者申請要項 

（平成２６年度） 
 

１．趣旨 

   石田財団からのご寄附の意志に基づき、人文・社会科学及び自然科学の分野で将 

来の発展が期待できる優れた研究能力を有する若手研究者を顕彰し、その研究意欲 

を高め、研究の発展を支援します。 

 

 

２．対象分野 

   人文・社会科学及び自然科学にわたる全分野 

 

３．授賞 

   授賞数は、人文・社会科学で 1 件、自然科学で 1 件とし、受賞者には賞状及び副 

賞として５０万円を贈呈します。 

 

４．対象者 

   東海三県（愛知、三重、岐阜）内の研究機関で研究する若手研究者で人文・社会科

学及び自然科学の分野において、一定の成果を上げた研究者のうち、平成２６年４月

１日現在以下の条件を満たす者とします。 

1) ３５歳以下であること。（人文・社会科学の分野については、４０歳以下であ

ること。） 

2) 博士の学位を取得していること。（人文・社会科学の分野については、この限

りではない。） 

3) 外国人の場合は、推薦時点において我が国で 5 年以上研究者として、研究機関

に所属しており、今後も継続して我が国で研究活動を予定していること。 

    （なお、日本国籍を有する者の場合は、この条件を問いません。）   

 

５．申請手続 

  1)提出書類 

   ①申請書（様式１） 

   ②推薦理由書（様式２） 

   ③業績調書（様式３） 

   ④業績調書一覧（様式３別紙） 

   ⑤その他（様式４） 

    

 

 ＊自薦の場合は、②は提出の必要はありません。 

  他薦の場合は、研究機関の長（大学の場合は所属長でも可）の推薦とします。 

          

  2)申請方法 

   上記提出書類を片面印刷し、左上をクリップでとめてください。 

 



 

 

６．受付期間 

   平成２６年７月２５日（金）～平成２６年９月１９日（金）（必着） 

 

７．選考及び選考結果の通知 

   本学に設置する審査委員会において一次審査(書面選考)、２次審査(ヒアリング)

を実施し、平成２６年１０月中旬頃通知します。 

 

８．授賞式 

   平成２６年１１月１７日（月）に本学で行います。 

 

９．その他 

   1)申請書等は、所定の様式を使用してください。なお、申請書等は本学のホーム 
ページ（http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/extramural/award/detail/0001318.html）よ 

りダウンロードすることができます。 
   2)申請書等の提出後において、内容の修正等はすることができません。 

   3)提出された申請書等は返却いたしません。 

   4)選考結果に対する問い合わせには応じかねます。 

   5)受賞者の氏名等は本学ホームページから公表いたしますので、あらかじめ承知

願います。 

   6)申請書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律」及び本学の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、

本事業の業務遂行のために利用します。 

 

10．申請書類の提出先及び問い合わせ先 

   推薦書類は下記へ提出してください。 

    〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町 

          国立大学法人名古屋大学 

           研究協力部研究支援課 「名古屋大学石田賞」担当 

          TEL 052-789-2210/FAX 052-789-2041 

 



 

「第 4 回名古屋大学社会イノベーションデザイン学センターシンポジウム―聴ける、触れるイノベーシ

ョン」開催概要 
 
◆会議の名称：第 4 回名古屋大学社会イノベーションデザイン学センターシンポジウム―聴ける、触れ

るイノベーション 
 

◆日時：平成 26 年 12 月 4 日(木) 14：00～17：00 
 
◆場所：名古屋大学 東山キャンパス 豊田講堂 ホール・シンポジオン（名古屋市千種区不老町） 
 
◆対象：一般市民、名古屋 COI 拠点の取組に関心のある企業、自治体関係者等 
 
◆参加費：無料 
 
◆内容： 

名古屋大学 未来社会創造機構 社会イノベーションデザイン学センター（SIDC）では、工学・芸術・

脳科学が融合する学術領域を核に、社会ニーズを抽出し、解決手段を生み、そして社会実装に至る道を

デザインすることとしている。身近な社会課題に取り組み、大きなイノベーションの始まりとなる小さ

なイノベーションを実装する。本センターが掲げる理念を市民の方にご披露するため、第４回 SIDC シ

ンポジウムを開催する。 
今回は、「聴ける、触れるイノベーション」と題して、ピアノ・アンサンブル演奏会を同時開催し、 

2014 年 4 月の設立から始動したミニプロジェクト、ミニラボの取り組みと、それぞれが目指すイノベ

ーションを映像やモノを通じて体感的にご紹介する。 
 
◆構成：   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆プログラム： 
13：30  開場 
14：00  開会挨拶／松尾清一副総長 未来社会創造機構長 
14：10  演奏会／村田千佳（ピアノ）、奥泉貴圭（チェロ）、猶井悠樹（ヴァイオリン） 
・コルンゴルド／シュトラウス物語作品 21（ピアノソロ） 

【演奏会】（於 講堂） 
村田千佳（ピアノ）、奥泉貴圭（チェ
ロ）、猶井悠樹（ヴァイオリン） 

【ミニトーク】（於 講堂） 
濵口道成（名大総長）、村田千佳（ピア
ニスト）、齋藤永宏（名大 SIDC センタ
ー長） 

【ブース展示】（於 アトリウム）
・共感工学ラボ 
・モビリティプロジェクト 
・まちづくりプロジェクト 
・医療プロジェクト 
・対話型教育ツールプロジェクト 

資料３



 

・モーツァルト／ピアノとヴァイオリンのためのソナタト長調 KV301 
・シューマン／アダージョとアレグロ作品 70 
・ブラームス／ピアノ三重奏曲第 2 番ハ長調作品 87 
15：25  SIDC 映像紹介 
15：30  ミニトーク 濵口道成総長×村田千佳氏×齋藤永宏 SIDC センター長 
15：55  閉会挨拶 濵口道成総長  
16：00  SIDC ミニプロジェクト／ミニラボ ブース展示  
17：00  閉会 
 
■名古屋大学社会イノベーションデザイン学センター（SIDC）ミニプロジェクト／ミニラボ 体感！

ブース展示 
 
○共感工学ラボ：「『共感・助け合い』という価値観創出への挑戦！」 
・・・共感工学から生まれた製品プロトタイプ展示など 
①ポスターA0×１枚 「共感工学ラボとは？」 
②ポスターA0×１枚 「これまでの経緯」 
③共感工学から生まれたプロトタイプ×４種類 
④ビデオ上映 これまでの活動紹介 
 
○モビリティプロジェクト：「活き活き社会を支えるパーソナルモビリティ」 
・・・運転シミュレーターの展示など 
①ポスターA0×１枚 「パーソナルモビリティ～『車』より自由な身近な『クルマ』～」 
②３D 模型×２点 
③運転シミュレーター×１台 
 
○まちづくりプロジェクト：「なめらかな街づくり」 
・・・コンペ提案作品の展示など 
①ポスターA0×１枚 「新しい価値、新しい場、そのための空間イノベーション」 
②作品展示×５点 「イノベーション、誘発する」即日制作コンペ提案作品 
③ビデオ上映 これまでの活動紹介 
 
○医療プロジェクト：「医×工がつくる安全な社会」 
・・・手術シミュレーション用模擬血管の展示など 
①ポスターA0×１枚 「３D プリンター活用による安全な医療現場実現」 
②３D 模型×３点 
③ビデオ上映 入江恵子客員准教授(医療法人偕行会 名古屋共立病院専門医)インタビュー 
 
○対話型教育ツールプロジェクト： 「笑顔が生まれる教材アプリ」 
・・・対話型教育用アプリ体験タブレットの展示など 
①ポスターA0×１枚 「病院内の子どもたちをわくわくさせる対話教育ツール」 
②アプリ体験タブレット×２台 
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○役員会等
日(曜日) 会議の名称(部局)

1日(月)
15日(月)

役員会

16日(火) 部局長会・教育研究評議会

○部局の諸会議
日(曜日) 会議の名称(部局)

3日(水)
教授会(医学部・医学系研究科、環境学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

10日(水)
教授会(文学部・文学研究科、教育学部・教育発達科学研究科、法学部・法学研究
科)
研究科委員会(教育発達科学研究科)

17日(水)

教授会(経済学部・経済学研究科、医学系研究科、工学部・工学研究科、農学部・
生命農学研究科、国際開発研究科、多元数理科学研究科、国際言語文化研究
科、情報科学研究科)
研究科委員会(医学系研究科)

18日(木) 教授会(創薬科学研究科)

19日(金)
教授会(理学部・理学研究科、環境医学研究所)
研究科委員会(理学研究科)

24日(水)
教授会(情報文化学部、太陽地球環境研究所、エコトピア科学研究所、総合保健体
育科学センター)

名古屋大学　平成26年12月予定表

           (教育記者会用)
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○行事等

日(曜日) 行事等の名称 概要  連絡先

6月28日(土)～
1月31日(土)

平成26年度防災人材育成研修
「防災・減災カレッジ」

場所：豊田講堂、減災館1階減災ホール、環境総合館1階レク
チャーホール、他
時間：9：15～17：00
講演者：福和伸夫(減災連携研究センター教授)、鷺谷　威(同教
授)、他
内容：防災基礎研修
定員：500名
参加費：防災基礎研修1日＋各コース2日間で3,000円、他

減災連携研究センター
052-789-3468

7月24日(木)～
11月29日(土)
(日・月曜日休
館)

第19回博物館特別展
「絹谷幸太 創知彫刻」

場所：博物館前庭、テラス、特別展示会場
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

10月2日(木)～
1月15日(木)
(期間中の木曜
開催)

続・持続可能な社会Ⅷ－持続可
能な開発のための教育(ESD)－

場所：環境総合館1階レクチャーホール
時間：17：50～19：20
内容：SDを担う人材を育成し、愛知・名古屋を世界のESDの拠点に
していくことを目的とする。後期では、世代内の公平性としての社会
的・経済的な公正の問題を中心に進める。
定員：100名
対象：学生、一般
参加費：5,000円(愛知県内の学生は無料)

愛知学長懇話会事務局
052-747-6587

10月8日(水)～
1月30日(金)
(日・祝日、12月
29日～1月3日
休館)

附属図書館医学部分館
第8回ミニ展示会
「医心 絵心－医師たちの画力－」

場所：附属図書館医学部分館2階入口ホール
時間：9：00～20：00(平日)(1/5～7は9：00～17：00)、13：00～17：
00(土曜日)
内容：愛知医学校の解剖学者 奈良坂源一郎の博物画、県立愛知
医科大学の皮膚科学者 太田正雄(木下杢太郎)の絵画など、解剖
図だけでなく、人物、静物、動植物などの多様なモチーフに発揮さ
れた先輩医師たちの素晴らしい画力を展示公開する
入場料：無料

附属図書館医学部分館
052-744-2505

11月5日(水)～
1月30日(金)
(土・日・祝日休
館、12月27日
～1月4日)

博物館野外観察園セミナーハウ
スサテライト展示
「スノーボールアースからカンブリ
ア爆発へ」

場所：博物館野外観察園セミナーハウス2階
時間：10：00～16：00
入場料：無料

博物館事務室
052-789-5767

11月26日(水) 全学同窓会講演会・夕食会

場所：理学部南館1階坂田・平田ホール(講演会)、グリーンサロン東
山レストラン花の木(夕食会)
時間：16：00～17：30(講演会)、18：00～20：00(夕食会)
講演題目：「グローバリゼーションと日本の将来」
講演者：丹羽宇一郎氏(全学同窓会副会長・関東支部長)
定員：200名(講演会)、40名(夕食会)
対象：一般(夕食会は同窓会会員、学士会会員のみ)
参加費：無料(夕食会は5,000円)

全学同窓会事務局
052-783-1920

11月26日(水)

第2回大学文書資料室シンポジウ
ム
「今、なぜ大学史か－その意義と
展望－」

場所：ES総合館1階ESホール
時間：13：00～17：00
講演題目：「大学沿革史編纂の効用を考える－特色の確認、アイ
デンティティの形成、そして自校教育－」
講演者：寺﨑昌男氏(立教学院本部調査役)
対象：一般
参加費：無料

大学文書資料室
052-789-2046

11月26日(水) 文学研究科大学院説明会

場所：文学研究科2階237講義室
時間：18：00～
内容：出願手続きおよびカリキュラム・研究科概要等について、先
輩の体験談、他

文系事務部教務課(文学研究科担当)
052-789-2207

11月27日(木) 第105回防災アカデミー

場所：減災館1階減災ホール
時間：18：00～19：30
講演題目：「伊勢湾台風に学ぶ－災害多発地帯？から学ぶこと－」
講演者：諸戸　靖氏(輪中の郷館長)
定員：80名
対象：一般
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468



11月27日(木)
マーク・マクフェラン教授(サイモ
ン・フレーザー大学)講演会

場所：文学研究科1階大会議室
時間：18：00～19：30
講演題目：「プラトン『国家』最終箇所における徳と運と選択」
講演者：マーク・マクフェラン氏(サイモン・フレーザー大学教授)
対象：一般
参加費：無料

文系事務部総務課(文学研究科担当)
052-789-2202

11月29日(土)、
12月13日(土)、
1月24日(土)

ビジネス人材育成センター
平成26年度後期 B人セミナー

場所：理農館3階335号室
時間：10：00～15：00
テーマ：「Communications Styles - helping you to create good and
lasting impressions -」、「国内／海外の再生医療業界について」
(11/29)
「博士の就活スタート・リスタート－社会からの評価と自己評価・私
らしい未来を獲得するために－」、「プレゼンテーションスキル研修
－研究発表を、誰にでもわかりやすくプレゼンテーション－」(12/13)

社会貢献人材育成本部
ビジネス人材育成センター
052-747-6490

11月29日(土)、
12月13日(土)、
1月17日(土)、
1月31日(土)

［博物館友の会会員向け］
シャンソンサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

11月29日(土)

国際言語文化研究科教育研究プ
ロジェクト研究集会
「擬人化された江戸の絵ものがた
り」

場所：日仏会館6階601号室(東京都渋谷区)
時間：10：00～16：45

国際言語文化研究科
助教　伊藤信博
052-789-5282

11月30日(日)、
12月6日(土)

平成26年度発達障害に関わる専
門家のための講演会 「発達障害
のある生徒への理解と支援」

場所：IB電子情報館東棟2階大講義室
時間：13：00～17：15
テーマ：「発達障害のある生徒への理解と支援」
講演題目：「発達障害の理解－どこまでが発達障害なのか？－」
(11/30)
講演者：野邑健二(発達心理精神科学教育研究センター特任准教
授)
講演題目：「特別支援教育を推進するために」(11/30)
講演者：酒井貴庸(教育発達科学研究科特任助教)
講演題目：「積極的行動支援(PBS)による発達障害生徒の支援」
(12/6)
講演者：大久保賢一氏(畿央大学准教授)
講演題目：「発達障害生徒の感情マネジメント」(12/6)
講演者：小倉正義氏(鳴門教育大学准教授)
内容：学校現場の教職員など専門家を対象として発達障害の支援
に関する実践的知見を紹介
定員：300名
対象：小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教職員、発達障
害の支援に関わる専門家
参加費：無料

教育発達科学研究科
特任助教　酒井貴庸
hattatsushien@educa.nagoya-u.ac.jp

11月30日(日)

国際言語文化研究科シンポジウ
ム「デジタル・ストーリーテリング
の可能性－つながりを構築するメ
ディア実践の未来－」

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：13：30～17：00
講演題目：「世界におけるデジタル・ストーリーテリングの展開」
講演者：土屋祐子氏(広島経済大学准教授)
講演題目：「変革の道具としてのデジタル・ストーリーテリング From
Broadcast to Broadroom」
講演者：カレン・ルイス氏(サウス・ウェールズ大学ディレクター)
講演題目：「対話的・協働的デジタル・ストーリーテリングモデルの
提案」
講演者：小川明子(国際言語文化研究科准教授)
講演題目：「ソーシャルワーク実践におけるデジタル・メディアの活
用」
講演者：舟木紳介氏(福井県立大学講師)
内容：講演、ワークショップ(同時通訳有り)
参加費：無料(懇親会は3,000円)

国際言語文化研究科
准教授　小川明子
ogawa@lang.nagoya-u.ac.jp

12月3日(水)～
18日(木)

「名古屋大学附属図書館蔵水田
文庫貴重書目録」刊行記念展示
会

場所：中央図書館2階ビブリオサロン
時間：9：00～17：00
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報管理課
052-789-3666



12月7日(日)

全学同窓会大学支援事業
「名古屋大学附属図書館蔵水田
文庫貴重書目録」刊行記念講演
会

場所：中央図書館5階大会議室
時間：13：30～16：30
講演題目：「水田文庫と水田洋－その方法的一体性をめぐって」
講演者：坂本達哉氏(慶應義塾大学教授)
講演題目：「水田洋先生はジョン･ロックが嫌い？」
講演者：山田園子氏(広島大学教授)
講演題目：「水田文庫の視界－中国浙江大学水田文庫まで」
講演者：安藤隆穂(経済学研究科教授)
定員：60名
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報管理課
052-789-3666

12月3日(水)、
1月7日(水)

第43回、第44回げんさいカフェ
－Gen Science Caf －

場所：減災館1階減災ギャラリー
時間：18：00～19：30
講演題目：「シリーズ減災温故知新③『東南海地震から70年で、考
えなければならないこと』」(12/3)
講演者：山中佳子(環境学研究科附属地震・火山防災研究センター
准教授)
講演題目：「シリーズ減災温故知新④『阪神淡路大震災から20年
で、考えなければならないこと』」(1/7)
定員：50名
対象：一般
参加費：無料(会場にてドリンク等の注文が必要)

減災連携研究センター
052-789-3468

12月3日(水)
国際言語文化研究科
第25回応用言語学講座公開講演
会

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406号室)
時間：16：30～18：00
講演題目：「スピーチレベルシフトに関する日韓対照研究」
講演者：金　アラン氏(上智大学助教)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　堀江　薫
horie@lang.nagoya-u.ac.jp

12月3日(水)
附属図書館友の会トークサロン
「ふみよむゆふべ」第34回

場所：中央図書館2階ディスカバリスクエア
時間：18：00～19：30
講演題目：「修復家による本の解剖学」
講演者：岡本幸治氏(製本家・書籍修復家)
対象：一般
参加費：無料

附属図書館情報管理課
052-789-3666

12月3日(水)
リーディング大学院プログラム合
同シンポジウム
「持続可能な開発」

場所：野依記念学術交流館
時間：10：00～17：45
講演題目：「Engagement in Sustainability in a Globalized World」
講演者：蟹江憲史氏(東京工業大学准教授)
講演題目：「Sustainable Development： A Key to post-2015
Development Agenda」
講演者：高瀬千賀子氏(国際連合地域開発センター所長)
対象：一般
参加費：無料

リーディング大学院推進機構本部
jointsympo2014@leading.nagoya-
u.ac.jp

12月4日(木)
国際言語文化研究科
第38回日本語教育学講座講演会

場所：全学教育棟北棟4階405号室
時間：16:30～18:00
講演題目：「言語の語順と思考の順序：カクチケル・マヤ語からみた
人間の文処理メカニズム」
講演者：小泉政利氏(東北大学准教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
教授　玉岡賀津雄
ktamaoka@lang.nagoya-u.ac.jp

12月22日(月)
国際言語文化研究科
第39回日本語教育学講座講演会

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406号室)
時間：13：00～14：30
講演者：庵　功氏(一橋大学教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　稲垣俊史

12月4日(木)

未来社会創造機構
第4回社会イノベーションデザイン
学センター(SIDC)シンポジウム
「聴ける、触れるイノベーション」

場所：豊田講堂
時間：14：00～17：00
内容：ピアノアンサンブル演奏、映像紹介、ミニプロジェクト・ミニラ
ボの体感ブース展示、他
対象：一般
参加費：無料

未来社会創造機構
研究員  跡部悠未
052-788-6055



12月4日(木)

国際言語文化研究科メディアプロ
フェッショナル・コース講演会、進
学説明会
「政治報道とは何か」

場所：全学教育北棟4階多目的講義室(406号室)
時間：16：30～(講演会)、18：15～(進学説明会)
講演者：梅野　修氏(共同通信社名古屋支社長)
対象：学生
参加費：無料

国際言語文化研究科
准教授　井原伸浩
ihara@lang.nagoya-u.ac.jp

12月5日(金)
平成26年度第9回
情報連携統括本部公開講演会・
研究会

場所：情報基盤センター4階演習室
時間：13：00～14：30
講演題目：「信州大学の情報化戦略－ICTで築く安全・安心なキャ
ンパスの実現とガバナンス実現－」
内容：信州大学総合情報センターの取り組みを紹介するとともに、
今後の大学情報システムのあり方について意見交換する
定員：40名
対象：一般
参加費：無料

［今後の開催予定］
1月27日(火)、2月24日(火)

情報推進部情報推進課
052-789-4368

12月5日(金)
高等教育研究センター
第132回招へいセミナー

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：18：00～20：00
講演題目：「若手職員の実践的能力を形成できるSDを求めて」
講演者：河崎智之氏(小樽商科大学教育・組織戦略係長)、樋口浩
朗氏 (山形大学人文学部上席係長)、末次剛健志氏(佐賀大学企画
評価課係長)
内容：小樽商科大学、山形大学、佐賀大学の若手職員が、3大学で
どのようにSDを進めているのか、実施のためにどのような苦労や
工夫をしているのかを報告する
定員：70名
対象：本学および近隣の大学関係者
参加費：無料

高等教育研究センター
教授　夏目達也
052-789-5696

12月5日(金)
農学国際教育協力研究センター
2014年度第6回オープンセミナー

場所：農学部講義棟1階第7講義室
時間：15：30～17：00
講演題目：「インドネシア・西ジャワにおける持続的農業と農民によ
る農法・技術の選択－アグロエコロジーの観点から－」
講演者：宮浦理恵氏(東京農業大学助教)
対象：一般
参加費：無料

農学国際教育協力研究センター
教授　浅沼修一
052-789-4232

12月6日(土)

名古屋大学レクチャー2014公開
講演会
「人類生存のための科学と精神－
感染症への挑戦と基本的人権の
ために－」

場所：豊田講堂
時間：13：00～18：00
講演題目：「病原体としてのウイルス、先端医療の道具としてのウ
イルス、感染症研究の国際連携」
講演者：永井美之氏(理化学研究所新興・再興感染症研究ネット
ワーク推進センター長)
講演題目：「近代人の自立－基本的人権のために」
講演者：水田　洋(本学名誉教授)
内容：講演、ピアノ演奏会、他
対象：一般
参加費：無料

研究協力部研究支援課
高等研究院事務室
052-788-6153

12月6日(土)
平成26年度名古屋大学鶴舞公開
講座「いつまでも頭スッキリ！暮ら
すためには」

場所：医学部附属病院中央診療棟3階講堂
時間：13：30～16：15
講演題目：「こころが萎えても折れないために」
講演者：入谷修司(医学系研究科寄附講座教授)
講演題目：「認知症ケアの新しい流れ」
講演者：鈴木裕介(医学系研究科寄附講座准教授)
講演題目：「1日の始まりはどこから？－明日のための今日の睡眠
－」
講演者：大竹宏直(医学系研究科寄附講座准教授)
定員：200名
対象：一般
参加費：無料

医学部・医学系研究科総務課
052-744-2040

12月6日(土)

日本学術振興会連携事業
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI
「石器を使って縄文クッキ－を作
ろう」

場所：博物館野外観察園
時間：12：30～16：30
内容：遺跡から出土した縄文クッキーの分析結果を参考にして、縄
文人と同じように石器を使ってクリを料理する
定員：20名
対象：小学5年生以上、中学生
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767



12月6日(土)
［博物館友の会会員向け］
写真サ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：10：15～12：15

博物館事務室
052-789-5767

12月6日(土)
リーディング大学院プログラム
履修生(修士学生)募集説明会

場所：理学南館1階坂田・平田ホール
時間：13：00～16：30
内容：概要・リーディングプログラムの紹介、履修生の活動紹介、ポ
スター展示、個別説明会、他
対象：博士前期過程入学予定者、高校生、保護者
参加費：無料

リーディング大学院推進機構本部
052-789-5717

12月7日(日)

南海トラフ広域地震防災研究プロ
ジェクトシンポジウム
「昭和東南海地震から70年－次
の地震への備えは－」

場所：減災館1階減災ホール、ギャラリー
時間：13：00～17：00
講演題目：「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトの現状と展
望」
講演者：金田義行(減災連携研究センター特任教授)
講演題目：「地震・津波発生予測研究の現状と課題」
講演者：古村孝志氏(東京大学教授)
講演題目：「地域対応力向上への取り組み」
講演者：福和伸夫(減災連携研究センター教授)
講演題目：「減災に向けた人文社会学系研究のあり方」
講演者：田中　淳氏(東京大学教授)
定員：250名
参加費：無料

減災連携研究センター
052-789-3468

12月10日(水)
新技術説明会／中部地区医療・
バイオ系シーズ発表会

場所：ウインクあいち8階、9階(名古屋市中村区)
時間：12：00～17：20
内容：科学技術振興機構が主催する新技術説明会と、中部地区の
大学・研究機関が保有する研究シーズと企業ニーズをマッチングさ
せ我が国における医療・バイオ産業の活性化を図る中部地区医
療・バイオ系シーズ発表会を同時開催
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
中部地区医療・バイオ系シーズ発表
会実行委員会事務局
052-747-6793

12月10日(水)
第52回名大カフェ“Science, and
Me”

場所：ジュンク堂書店ロフト名古屋店7階ブックサロン(名古屋市中
区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「隕石から生命の起源へ」
講演者：三村耕一(環境学研究科准教授)
定員：30名
対象：中学生以上、一般
参加費：無料

学術研究・産学官連携推進本部
研究員 　戸次真一郎
052-747-6791

12月12日(金)
国際経済政策研究センター・キタ
ン会第20回名古屋ビジネスセミ
ナー

場所：⽇本経済新聞社名古屋⽀社3階会議室(名古屋市中区)
時間：18：30～20：00
講演題目：「おまけしないニッポン－クールジャパン機構の事業戦
略－」
講演者：太⽥伸之氏(クールジャパン機構代表取締役社長)
定員：100名
対象：一般
参加費：無料

経済学研究科
附属国際経済政策研究センター
052-789-4945

12月12日(金)
国際言語文化研究科メディアプロ
フェッショナルコース
PUBLIC LECTURE

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：15：00～17：00
講演題目：「リアルタイム時代のメディアと外交」
講演者：フィリップ・シープ氏(南カリフォルニア大学教授)
対象：一般
参加費：無料

国際言語文化研究科
メディアプロフェッショナル講座事務
室
gen-mediajim@lang.nagoya-u.ac.jp

12月13日(土)
～
1月31日(土)
(日・月曜日、12
月28日～1月5
日休館)

第29回博物館企画展
「野外観察園のボタニカルアート」

場所：博物館2階展示室
時間：10：00～16：00
入場料：無料

［ボタニカルアートの技法］
場所：博物館2階展示室
時間：13：30～15：00
テーマ「花の描き方」(12/17)、「葉の描き方」(1/14)、「枝の描き方」
(1/21)、「実の描き方」(1/28)
講師：東海林富子氏(博物館友の会ボタニカルアートサークル講師)
内容：講師が実際に絵を描きながら技法について解説する
参加費：無料

博物館事務室
052-789-5767



12月13日(土)、
12月20日(土)、
1月10日(土)、
1月24日(土)

［博物館友の会会員向け］
ボタニカルア－トサ－クル

場所：博物館3階講義室
時間：13：00～15：45

博物館事務室
052-789-5767

12月17日(水)
第3回名古屋COI拠点
実務責任者会議

場所：シンポジオンホール
時間：15：00～18：00
内容：名古屋COI拠点の平成26年度の運営状況について参画機関
に報告し意見交換を行う
対象：名古屋COI拠点の部門長・グループリーダー、各参画機関の
実務責任者

未来社会創造機構
052-788-6056

12月19日(金)、
20日(土)

国際言語文化研究科
2nd International Conference on
Narrative： Silence

場所：文系総合館7階カンファレンスホール
時間：18：00～20：00(12/19)、10：30～17：50(12/20)

国際言語文化研究科
教授  上原早苗
uehara@lang.nagoya-u.ac.jp

12月20日(土)、
1月24日(土)

博物館コンサートNUMCo

場所：博物館2階展示室
時間：14：00～15：00
参加費：無料

「フォルクローレ クリスマスコンサート－インカからの贈り物」
(12/20)
演奏曲目：「コンドルは飛んでいく」、「花祭り」、他
出演：ティエラブランカ
内容：ケーナ、チャランゴなどの楽器解説・民族楽器体験コーナー
も用意

「フラメンココンサート」(1/24)
演奏曲目：「セビジャーナス・ブレリア」、他
出演：Jorge Millaqueo氏 (Cante(唄))、木村彰人氏(Toque(ギター))、
長谷川智則氏(サックス)、稲吉直子氏・内田好美氏・田中あや氏・
西川正恵氏(Baile(踊り))

博物館事務室
052-789-5767

12月20日(土)
多元数理科学研究科
2015年度博士課程(後期課程)入
進学相談会第2回

場所：多元数理科学棟4階409講義室
時間：13：00～14：30
内容：相談会、個別相談

多元数理科学研究科
examdc15@math.nagoya-u.ac.jp

12月23日(火)
ミクロの探検隊 
「微化石 放散虫－電子顕微鏡を
使ってさぐる形の不思議」

場所：博物館2階実験室、展示室
時間：13：00～16：00
内容：博物館所蔵の微化石放散虫を実体顕微鏡で観察し、走査顕
微鏡の試料を作った後、自分で走査型電子顕微鏡を使い、放散虫
の形や微細構造を観察撮影する
定員：24名
対象：小学5年生以上、一般
参加費：50円(保険料)

博物館事務室
052-789-5767

3月7日(土)
大学教育改革フォーラムin東海
2015

場所：IB電子情報館、ES総合館
時間：10：00～17：00
内容：講演、ポスターセッション、ミニワークショップ、オーラルセッ
ション、他
対象：一般
参加費：無料(情報交換会は2,000円)

高等教育研究センター
052-789-5696
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平成 26年度 グリーン自然科学教育プログラム国際教育企画 

「バイオインフォマティクスへの招待」実施報告書 

 

企画者：別所学、池上花奈、上野壮平、京 卓志 (生命農 D1) 

 

企画の背景と目的 
近年の科学技術の進歩はとても激しく、特に DNA や RNA などの核酸の配列解析（シーク

エンス解析）技術が急速に発展している。当時およそ世界が協力して 15 年かけて解析した約

60 億塩基対からなるヒトゲノムが、いまでは研究室規模で 1 ヶ月もあればシークエンスできて

しまう。 
次世代シークエンサーの発達と普及とともに、モデル生物はもちろん、非モデル生物のゲノ

ム、トランスクリプトーム情報を得ることが、研究室単位で容易になってきました。バイオイ

ンフォマティクスの訓練を受けていない研究者には、膨大な情報をどう扱えばいいのか分から

ず、必要性を感じつつも食わず嫌いをしている方が多いのではないだろうか。 
これからの生命科学は、ゲノム情報などを活用できなくては世界のトップを走ることはでき

ないと我々は思う。しかし、名古屋大学の生命科学研究者の情報リテラシーの平均は十分高い

とは言えないのが現状であり、何をどう始めればいいのか？どこで学ぶことができるのか？そ

れすらもわからなかった。 
「ならば、自分でそういう機会を作ろう。ついでに皆も巻き込んでしまえ！」 
本企画は、これからバイオインフォマティクスをはじめる研究者に、どういうことができる

か？どう勉強していけばいいか？をやさしく教えてくれるセミナーになっている。 
企画概要 

招待講演 4 題、学生の研究発表 4 題、およびパネルディスカッションから構成されている。 
対象者：本学リーディングプログラム参加者をはじめ、生命科学全般の研究者 
開催場所： 名古屋大学 ES 総合館 ES ホール 
開催時期： 平成 26 年 10 月 31 日 

招待講師による講演 
重信秀治 特任准教授 「Bioinformatics for Everyone」（基生研生物情報解析センター） 

  バイオインフォマティクスやゲノム科学について、先生のご専門である共生ゲノム学や

昆虫ゲノム学を通して解説していただきました。重信先生は、全ての生命科学の研究者はバ

イオインフォマティクスの少なくとも初歩レベルを習得すべきだと考えておられていまし

た。そこでバイオインフォマティクスを扱ったことのない人が、その技術を身につける方法

や学習すべきことについてご教示していただきました。 

菊池 潔 准教授 「ゲノム情報の整備と活用による新しい性決定遺伝子の同定」（東大院農

生科） 
 菊池先生はトラフグの性決定遺伝子を同定する事に成功しました。さらに、この遺伝子は

性決定遺伝子の起源を解明する手がかりになるかも知れないという話をして頂きました。 
渡辺賢二 准教授 「ゲノム情報を使って新規生理活性物質を見つけたよ」（静岡県大薬） 

 本講演では、不活性化状態の遺伝子を活性化状態にすることで新規天然物を創製する「次

世代の天然物獲得法」が紹介されました。また、この手法は新規天然物を獲得するだけでな

く、有用な生理活性を持つ天然物が見つかった際にはそれらの量的供給のための手段（生物

学的全合成）や生合成経路の解明のための手法としても利用可能であることが示されました。 

資料９
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武藤裕紀 氏 「大規模オミクスデータを活用した創薬研究」（中外製薬研究本部） 
 近年の測定技術の発達に伴う大規模なオミクス研究によって、多様かつ大量のデータの蓄

積が進んでいます。膨大な情報を有機的に統合し、統一されたインターフェースでの閲覧が

可能なデータベースはそれらを活用する上で非常に効率的で有用です。本講演では、中外製

薬によって構築されたデータベースである CACTEL(Chugai ACumulative Tumor 
EncycLopedia)の概要と、それを活用した効率的な創薬研究の例が示されました。 

名古屋大学生による発表 
平出秀人さん（名大院生命農 D3）「巨大な樹木を支える仕組みと遺伝子」 
矢野憲司さん（名大院生命農 D3）「動くことのできない植物の生き抜く知恵～シダ植物の

知られざるコミュニケーション能力～」 
西脇 寛さん（名大医 B4）「ジャマイカ人アスリート、なぜ速い！？」 
上坂一馬さん（名大院生命農研究員）「インフォマ使って 3 年目」 

パネルディスカッション 
本パネルディスカッションでは講演していただいた 4名の先生方に加え、有志の学生 4名（平

出優人さん（D3・生命農）、家田菜穂子さん（D3・生命農）、猪川亮さん（D1・生命農）、鈴

木千尋さん（B4・生命農））で議論していただいた。  
テーマ：「生物進化の研究に次世代シーケンサーをどのように活用できるか」、「バイオイン

フォマティクスと創薬の未来」、「次世代シーケンサーを用いた解析の限界は何か」、「10年後

の研究手法としてのバイオインフォマティクス」「企業、研究所、大学側が博士号取得者に

求めるものとは」、「（博士課程の学生へ）博士課程に身に付いたもの、身に付けたいものと

は」 

成果とまとめ 
会場に来ていただいた参加者だけでなく、バイオインフォマティクスを専門としない我々企

画者４人も専門家によるわかりやすく興味深い研究に触れることで「招待」してもらうことが

できたのではないだろうか。 
また、本セミナーの企図は、特定の領域に歩を進ませるものではなく、行動への動機の発露

を期待するのである。参加者のうち、バイオインフォマティクスを用いて自らの研究を発展さ

せるヒントを得た方もいるのではないだろうか。 
 

苦労した点 
企画者全員がバイオインフォマティクスを専門としないため、講師の先生や学生発表者を選

ぶことに苦労した（その分、企画を進めるだけでバイオインフォマティクスの知識を少なから

ず付けることができた。）。また、本業である自らの研究もあるため、企画者同士で集まって企

画する時間が満足に取れなかった。 
 
 





名古屋大学特別教授の称号授与について 
 
 

元経済学部 教授 小池 和男 
 
【推薦理由】 
 
 小池和男氏は、1970 年 4 月から 1977 年 12 月まで名古屋大学経済学部助教授、1978 年 1 月か

ら 1981 年 9 月まで同教授であったが、労働経済学分野において実地調査と統計資料に基づく透徹

した実証研究により、わが国製造業に成功をもたらした高品質が生産現場における「知的熟練」と

「長期の競争」から生み出されていることを明らかにするなど、卓抜した業績を挙げ斯学の発展と

学術振興に多大の貢献を行った。 
 同氏は、終身雇用、年功賃金、企業別労働組合といった日本に特徴的な雇用慣行が、日本経済の

後発性ないし前近代性に由来するものとする戦後学界の通説に対し、それらが実証的な evidence
を欠いていることを厳しく批判した。その上で独自の実証研究を積み重ね、わが国の賃金が熟練を

反映して決まっていること、熟練を企業内 OJT で形成するため同じ企業にとどまることが労使双

方にとって有利となり長期雇用に合理性が存すること、欧米でも熟練労働については長期雇用が広

く観察されること、労働者にとって最も重要な熟練の形成に関わる事項である昇進や移動（熟練形

成の促進要因）、配転や解雇（熟練形成の阻害要因）などが労働者と企業の関係の中で生起する事象

である以上、企業別組合が合理的であること、などを次々に明らかにした。 
特に、日本企業のめざましい特質として、企業内 OJT で形成される熟練の統合的な性格を明ら

かにしたことが重要である。統合的な熟練とは、工程の細分化により個々の労働者の作業が専門化

して実現する分業の利益の類ではなく、逆に一人の労働者がジョブ・ローテーションで多くの工程

を経験することを通じて得られる種類の技能である。同氏はこれを「知的熟練」と呼んでいる。こ

の「知的熟練」によって、予期しない生産計画変更やトラブルに対するライン全体の適応能力の向

上や、各段階の工程で不良品を早期発見し（ラインを止めずに）対処する能力の向上が実現される。

これこそが低コスト高品質を支える日本企業固有の特質であり、まさに「品質を造り込む」トヨタ

グループの生産思想の本質を捉えたものといえる。しかし同氏が指摘するまでは、トヨタグループ

の高品質の源泉としては、QC サークルやカイゼン運動などオフラインの活動ばかりが注目を集め

ていた。そうではなくて生産工程の中（オンライン）に高品質を保証する仕組みが埋め込まれてい

ることは、同氏の詳細な実地観察とヒアリング調査によってはじめて明らかにされたのである。 
同氏はまた、終身雇用と呼ばれる長期雇用が熟練の企業内形成に有利であるというだけでなく、

これが長期間にわたる企業内競争を促す仕組みであることを見出した。終身雇用に対しては、安定

的な雇用を保証する一方で、労働市場を介した労働者間の競争を回避して企業の競争力を低下させ

るとみなされていたが、「長期の競争」によって熟練の効率的な形成を可能にする制度（内部市場）

であることが実証されたのである。あわせて、アメリカにおいても大企業には長期雇用を認めるこ

とができて終身雇用的であること、西欧ではホワイトカラーについてやはり終身雇用的であること、

などが明らかにされた。ブルーカラーに長期雇用の傾向が見られることが日本の特徴であるが、そ

れはまた日本では生産現場において「知的熟練」の形成がなされていることを裏付けている。同氏

は、これらの知見を、日米欧の統計の作成方法を詳細に検討し、可能な限り周辺の変数をコントロ
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ールすることで導いている。同氏の研究以前には、ブルーカラーとホワイトカラーの区別や企業規

模の違いを無視した不用意な国際比較が行われ、結果として終身雇用は日本のみに見られる特殊な

雇用慣行であるという認識が定着していた。 
戦後の学界においては、同様に年功序列賃金や企業別労働組合についても、これを日本固有のも

のとする通説が一般的であった。しかも、そうした特徴が日本経済の後進性と結び付けて理解され

ていたため、日本的雇用慣行の克服が労働政策の課題として議論されることも稀なことではなかっ

た。同氏は、こうした通説に対し、その種の克服が日本企業の強みである「知的熟練」と「長期の

競争」を破壊しかねないとして批判した。その後の日本経済と製造業企業の成功を見れば、少なく

とも西欧モデルの盲目的追従が正しくなかったことは明らかであり、同氏の研究がそうした誤りを

回避することに少なからず貢献したことは、今日非常に高く評価されるべきことである。 
同氏は、最近 20 年間は、海外に進出した日本企業と工場の実地調査を積み重ね、「知的熟練」と

「長期の競争」に基づく日本的経営が、世界のいたるところで通用し得ることを実証してきている。

同氏は 2006 年に大学を退職しているが、その後もアメリカ的グローバル標準の名の下に日本的な

良さを消すような制度改革が行われることを強く危惧し、発言を続けている。過去の同氏の学術的

業績、また政策提言を通じた社会貢献は多大なものであるが、なによりも通説や権威に盲目的に従

うことを由とせず、あくまで evidence に基づく自らの立場を貫く科学的な態度は、まさに「勇気あ

る知識人」というにふさわしく、本学の特別教授として推薦する次第である。 
  



 
履 歴 書 

 
小池和男  
生年月日 昭和７年７月１８日 
 
学歴・職歴 

昭和３０年 ３月 東京大学教養学部卒業 
昭和３２年 ３月 東京大学大学院社会科学研究科修士課程修了 
昭和３５年 ３月 東京大学大学院社会科学研究科博士課程単位修得 
昭和３８年 ９月 経済学博士（東京大学） 
 
昭和３５年 ４月 東京大学社会科学研究所助手 
昭和３８年 ４月 法政大学経済学部専任講師 
昭和４１年 ４月 法政大学経済学部助教授 
昭和４５年 ４月 名古屋大学経済学部助教授 
昭和５３年 １月 名古屋大学経済学部教授 
昭和５６年１０月 京都大学経済研究所教授 
昭和６２年 １月～昭和６３年３月 京都大学経済研究所長 
昭和６３年    法政大学経営学部教授 

平成１３年    東海学園大学経営学部教授 

平成１６年    法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 

平成１８年 ３月  同 退職 

法政大学名誉教授 

 
 
受賞歴 

昭和５２年    エコノミスト賞 
昭和５３年    労働関係図書優秀賞 
昭和５４年    サントリー学芸賞 
昭和５６年    中小企業研究奨励賞 
昭和６２年    沖永賞 
昭和６３年    大平正芳記念賞 
平成 ５年    円城寺次郎経済論文賞 
平成 ８年 ４月 紫綬褒章 
平成２１年 ７月 読売・吉野作造賞 
平成２４年１１月 日経・経済図書文化賞 
平成２６年１１月 文化功労者 

 



名古屋大学特別教授に関する規程 

 

 (趣旨) 

第 1 条 名古屋大学特別教授（以下「特別教授」という。）に関し必要な事項

は，この規程の定めるところによる。 

(資格等) 

第 2 条 総長は，名古屋大学（以下「本学」という。）の卒業者若しくは大学院

修了者又は本学の大学教員若しくは大学教員であった者のうち，ノーベル賞，

フィールズ賞，文化勲章，文化功労者又はそれらと同等の研究教育活動の功績

をたたえる賞若しくは顕彰を受けた者に対し，特別教授の称号を付与すること

ができる。 

2 特別教授の称号の英語表記は，University Professor とする。 

(選考) 

第 3 条 特別教授の選考は，本人の同意を得た上で，教育研究評議会の議を経

て，総長が行う。 

(雑則) 

第 4 条 この規程に定めるもののほか，特別教授に関し必要な事項は，教育研究

評議会の議を経て，総長が定める。 

附 則 

1 この規程は，平成 16 年 10 月 26 日から施行する。 

2 平成 16 年 3月 31 日以前に本学の教官であった者は，第 2 条に規定する本学

の大学教員であった者に含むものとする。 

3 名古屋大学特任教授に関する規程（平成 16 年度規程第 68 号）は，廃止す

る。 

附 則(平成 21 年 3 月 2 日規程第 45 号) 

この規程は，平成 21 年 3 月 2 日から施行する。 
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