
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行 岐阜大学総合企画部総務課 

   岐阜市柳戸 1 番 1 

   電話 058-230-1111（代表） 

 

学学学報報報 

2015年 10月 Vol.698 

 

 

 

 

 

平成２７年度秋季岐阜大学大学院連合農学研究科 
並びに連合獣医学研究科学位記授与式（9 月 24 日） 

平成２７年度秋季岐阜大学大学院連合農学研究科並びに 

連合獣医学研究科学位記授与式を挙行 ·············································· ０１ 
２７年度秋季岐阜大学大学院連合農学研究科並びに連合獣医学研究科入学式を挙行 ······ ０２ 

平成２７年度文部科学省  

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」に 採択 ······················ ０３ 

Uta-Tube in キャンパスを岐阜大学で開催 ·········································· ０４ 

第６回学長記者会見を実施 ························································ ０５ 

美濃加茂市と連携に関する協定を締結 ·············································· ０６ 

平成２７年度秋季岐阜大学流域水環境リーダー育成プログラム修了証書授与式を挙行 ···· ０７ 

学位授与 ········································································ ０８ 

表彰受賞者 ······································································ １２ 

産官学連携の実施状況 ···························································· １３ 

外国人研究者の受け入れ ·························································· １４ 

メディア掲載一覧 ································································ １２ 

諸会議 ·········································································· １８ 

主要日誌 ········································································ １９ 

人事異動（学内限定） ···························································· ２０ 

 



平成２７年度秋季岐阜大学大学院連合農学研究科並びに連合獣医学研究科学位記授与式を

挙行

 本学は，９月２４日（木），平成２７年度秋季岐阜大学大学院連合農学研究科並びに連合

獣医学研究科学位記授与式を岐阜大学講堂において挙行した。

 当日は，来賓の静岡大学大学院総合科学技術研究科農学専攻長をはじめ，学長，理事，

監事，副学長，該当する研究科長等が参列した。

両研究科の博士課程及び論文博士の修了者を対象として，修了者一人ひとりに学位記が

授与された。

両研究科の修了者数は以下のとおり。

連合農学研究科  博士課程２名，論文博士１名

連合獣医学研究科 博士課程７名，論文博士２名

学位記授与 学長告辞
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平成２７年度秋季岐阜大学大学院連合農学研究科並びに連合獣医学研究科入学式を挙行

 本学は，１０月１日（木），平成２７年度秋季岐阜大学大学院連合農学研究科並びに連合

獣医学研究科入学式を岐阜大学連合大学院棟合同ゼミナール室，研究科長室においてそれ

ぞれ挙行した。

入学式では，研究科長より式辞が述べられ，新入生へ激励の言葉が贈られた。

両研究科の入学者数は以下のとおり。

連合農学研究科  博士課程７名

連合獣医学研究科 博士課程７名

連合農学研究科長式辞
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平成２７年度文部科学省

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」に 採択 

本学は，この度，文部科学省の「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」
に採択された。同事業は大学が地方公共団体や企業等と協働して，学生にとって魅力ある

就職先を創出するとともに，その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュ

ラムの改革を断行することで，地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的とし

ている。今回の公募では，全国の国公私立大学・高等専門学校から５６件の申請があり，

４０件が採択された。

本学の事業概要は次のとおり。

事業名： 「岐阜でステップ×岐阜にプラス 地域志向産業リーダーの協働育成」

事業のポイント：

岐阜大学は地域にとけこむ大学を目指して，現行 COC 事業では，自らの専門性を生かし

て地域の課題解決に取り組み，地域のリーダーとして活躍できる地域志向人材の育成を進

めている。一方，岐阜県の人口は流出超過となっており，県内企業の魅力を理解し，地域

に定着して地域産業の活性化に貢献できる人材の育成が求められている。

 そこで，本事業では岐阜をフィールドに自治体や企業等と協働し産業界との関わりを強

化し，岐阜県内の大学に加えて愛知県の大学とも連携することで，地元就職と U ターン就

職を推進し，地方創生に貢献することを目指す。

 本事業は岐阜大学を中心として，中部学院大学，中部大学，日本福祉大学，岐阜県，（一

社）岐阜県経営者協会，（株）十六銀行，（株）大垣共立銀行，（株）マイナビが参加して取

り組んでいく。
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Uta-Tube in キャンパスを岐阜大学で開催 

NHK 名古屋放送局制作の音楽番組「Uta-Tube（ウタチューブ）」の公開録画が， 
９月８日（火），本学キャンパスで行われた。同番組は若者向けの音楽番組で，若者を中心

に人気の「ハジ→」と岐阜県出身のロックバンド「cinema staff」をゲストに迎え，講堂で

ライブ収録が行われた。

 当日は，ライブ収録のほか，「教育学部山田敏弘教授によるミニ講義」，「学生とゲストの

トーク」などのコーナー収録や医学部附属病院の学生食堂や附属農場の様子などキャンパ

ス各所の紹介映像が撮影された。

収録内容は，NHK 総合テレビで９月２６日（土），１０月１０日（土），２４日（土），

３１日（土）に愛知県など中部地区７県で放送された。

MC とミニ講義の打ち合わせを行う教育学部の山田教授（写真左） 

cinema staff によるライブ 
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第６回学長記者会見を実施

本学は，９月１６日（水），平成２７年度第６回学長記者会見を実施した。

会見では，まず，森脇学長が，「岐阜大学基金特定事業『バロー・V ドラッグ海外研修奨

学金助成事業』による平成２７年度奨学生の派遣」について，「岐阜大学の将来ビジョン」

と関連させて概要を説明した。引き続き，工学研究科生命工学専攻の北出専攻長より説明

が行われた。

質疑応答では，記者から多くの質問がされるなど本学の情報を積極的に発信する機会と

なった。

概要説明の様子

森脇学長

第６回発表事項は次のとおり。

森脇久隆学長

概要説明

工学研究科 生命工学専攻 北出（きたで）専攻長

「岐阜大学基金特定事業『バロー・V ドラッグ海外研修奨学金助成事業』 
による平成２７年度奨学生の派遣」
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美濃加茂市と連携に関する協定を締結

本学と美濃加茂市は，９月１８日（金），連携に関する協定を締結した。

 本協定は，地方創生に向けて，多様な分野で包括的に緊密な協力関係を築き，持続的・

発展的に連携を深めることにより，活力ある地域社会の形成及び発展，未来を担う人材育

成並びに市民等の教育・文化活動等の推進に寄与することを目的としている。なお本学が

地方自治体と連携協定を締結するのは１１件目となる。

協定締結式では，藤井浩人美濃加茂市長から「いかに若い人たちを地域にとどめ，活躍

できるようにするかが大きな課題となってくる。特に地域の人たちと学生が話をする場か

ら地域課題を見つけ，それを解決に結びつけることに力を入れていきたい」と，森脇学長

からは「歴史・工業・農業といった多様な特徴を持ち，中濃地域の中核都市である美濃加

茂市と協定を締結できるのは本学としても大変に名誉なことであり，本学の教育・研究に

とって重要なものになると考えている。今後もお互いに手を取り合って活動していきたい」

と挨拶があった。

 今後本学と美濃加茂市は，協働で学生や地域住民の対話の場である「ぎふフューチャー

センター」の開催や，体系的な市職員の研修等を実施していく予定である。

協定を締結して握手する森脇学長（右）と藤井市長
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平成２７年度秋季岐阜大学流域水環境リーダー育成プログラム修了証書授与式を挙行

 本学は，９月２４日（木），岐阜大学流域水環境リーダー育成プログラム修了者１名（連

合農学研究科博士課程３年）YANG YAN（中国）さんの修了証書授与式を，森脇学長，福

士理事（プログラム統括委員会委員長），景山流域圏科学研究センター長，李岐阜大学流域

水環境リーダー育成プログラム推進室長，指導教員平松教授出席のもと学長室において挙

行した。

 プログラム修了証書授与の後，森脇学長らは懇談を行い，中国での環境リーダーとして

の活躍を期待していますと励ましの言葉を贈った。

修了証書授与 懇談の様子

記念撮影
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学位の種類 学位記番号 氏名 学位授与年月日
博士論文名
（和訳）

博士（医学） 甲第９９５号 吉村
よしむら

　　博
ひろし

平成27年9月9日

Past-behavioural versus situational
questions in a postgraduate admissions
multiple mini-interview:  a reliability
and acceptability comparison（卒後研修入
職試験におけるマルチプル・ミニ面接法：候
補者に対する‘過去の実際の行動に焦点を当
てた質問’と‘仮想の状況への対応に焦点を
当てた質問’の信頼性・受容性の比較）

博士（医学） 甲第９９６号 田中
たなか

　香織
かおり

平成27年9月9日

ALDH1A1-overexpressing cells are
differentiated cells but not cancer stem
or progenitor cells in human
hepatocellular carcinoma（肝癌において
ALDH1A1-overexpressing cellsは癌幹細胞に
値するか否か）

博士（医学） 甲第９９７号 菊地
きくち

　美奈
みな

平成27年9月9日

Remarkable increase in fluoroquinolone-
resistant Mycoplasma genitalium in
Japan（日本国内のフルオロキノロン耐性マ
イコプラズマゲニタリウムの増加）について
研究）

博士（医学） 乙第１４８２号 森川
もりかわ

　あけみ 平成27年9月9日

Expression of Beclin-1 in the
Microenvironment of Invasive Ductal
Carcinoma of the Breast: Correlation
with Prognosis and the Cancer-Stromal
Interaction（浸潤性乳管癌の微小環境にお
けるbeclin-1の発現：予後と癌-間質相互作
用の相関について研究)

博士（医学） 乙第１４８３号 福野
ふくの

　賢二
けんじ

平成27年9月9日

Expression of indoleamine 2,3-
dioxygenase in leukemic cells indicates
an unfavorable prognosis in acute
myeloid leukemia patients with
intermediate-risk cytogenetics（中間リス
ク染色体を持つ急性骨髄性白血病において白
血病細胞のインドールアミン2,3-ジオキシゲ
ナーゼの発現は予後不良を示す）

博士（工学） 甲第４８1号 加藤
かとう

　佳久
よしひさ

平成27年9月30日
Experimental study on flow control of a
rectangular jet（長方形噴流の制御に関す
る実験的研究）

博士（工学） 甲第４８２号 鈴木
すずき

　達博
たつひろ

平成27年9月30日
Determination of friction low in metal
forming（塑性加工における摩擦法則の構
築）

学位授与
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博士（工学） 甲第４８３号
NUR
ヌル

 SAIFULLAH
サイフラ

 BIN
ビン

KAMARRU
カマルディン

DIN

平成27年9月30日

Non-intrusive measurement of temperature
distribution in the engine cylinder and
its effect on knocking phenomena
（エンジン筒内温度分布の非接触計測とノッ
キング現象に与える影響）

博士（工学） 甲第４８４号 深川
ふかがわ

　仁
ひとし

平成27年9月30日

Development of high efficiency hole-
preparation technology using blast for
aircraft (CFRP航空機用CFRPに対するブラス
トを用いた高効率孔あけ技術の開発)

博士（工学） 甲第４８５号 髙松
たかまつ

　謙与士
かねよし

平成27年9月30日
Several discharge phenomena observed in
winter upward lightning（冬季上向き雷で
観測される放電現象）

博士（農学） 甲第646号 YANG YAN
ヤンヤン

平成27年9月24日

Improving the Snowmelt Simulation of
Hydrological Model in Amur River Basin
Based on Remote Sensing Data
（リモートセンシングデータに基づいたア
ムール川流域における融雪シミュレーション
の水文学モデル改善）

博士（農学） 甲第647号 MUHAMMAD NAVIS ROFII
ムハンマド　ナフィス　ロフィー

平成27年9月24日

Effects of Manufacturing Parameters on
the Temperature and
Vapor Pressure Behaviors of Mat-Formed
Panels during Hot Pressing
（マット成形タイプ木質ボードの熱圧過程に
おける温度および蒸気圧挙動に及ぼす製造因
子の影響）

博士（農学） 乙第145号 内山
うちやま

　　徹
とおる

平成27年9月24日

Studies on Insecticide Resistance of the
Smaller Tea Tortrix, Adoxophyes honmai
Yasuda (Lepidoptera: Tortricidae）（チャ
ノコカクモンハマキの殺虫剤抵抗性に関する
研究）

博士（獣医学） 甲第443号 横山
よこやま

　拓矢
たくや

平成27年9月24日

Excitatory Modulation of Serotonin on
Chemosensory Activity in Rat Carotid
Body
（ラット頚動脈小体におけるセロトニンによ
る興奮性調節）

岐阜大学学報　27.10

9



博士（獣医学） 甲第444号 鈴木
すずき

　康規
やすのり

平成27年9月24日

Studies on Molecular Epidemiological
Analysis and Characterization of Mobile
Genetic Elements Involved in
Staphylococcal Food Poisoning(黄色ブドウ
球菌食中毒における分子疫学解析と可動性遺
伝因子の特性に関する研究)

博士（獣医学） 甲第445号 THAMMAKARN,Chanathip
タマカーン  チャナティップ

平成27年9月24日

Studies on the Control of Avian
Influenza by Enhancement of Bio-security
（バイオセキュリティ強化による鳥インフル
エンザの制御方法に関する研究）

博士（獣医学） 甲第446号 宗村
むねむら

　佳子
よしこ

平成27年9月24日

Studies on the Diagnostic Method of
Enzootic Bovine Leukosis using the
Quantity of Bovine Leukemia Virus Genome
as an Index(牛白血病ウイルス遺伝子量を指
標とした地方病性牛白血病の診断法に関する
研究 )

博士（獣医学） 甲第447号 三竹
みたけ

　博道
ひろみち

平成27年9月24日
Studies on the Modes of Maintenance of
Rotavirus A in Cattle(ウシにおけるロタウ
イルスAの存続様式に関する研究)

博士（獣医学） 甲第448号 鈴木
すずき

　貴文
たかふみ

平成27年9月24日
Studies on Biological Binding Properties
of Feline Anti-insulin IgGs(ネコ抗インス
リンIgGの生物学的結合特性に関する研究 )

博士（獣医学） 甲第449号 Abdul Razaq Irshad
アブドゥルラザークエルシャド

平成27年9月24日

Studies on the Development of Piggyback
Programmable Syringe Pump and Multiple
pFSH Injection Regimen for
Superovulation in Cows
（インテリジェントマイクロシリンジを用い
た豚卵胞刺激ホルモン製剤の多回投与による
牛の過剰排卵に関する研究）

博士（獣医学） 乙第138号 佐藤
さとう

　順子
じゅんこ

平成27年9月24日

Pathological Studies on Cerebellar
Cortical Abiotrophy in Rabbits(ウサギの
小脳皮質アビオトロフィーに関する病理学的
研究)
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博士（獣医学） 乙第139号 小林
こばやし

　創太
そうた

平成27年9月24日

Epidemiological Study on the Infestation
and Transmission of Bovine Leukemia
Virus in Japan(日本における牛白血病ウイ
ルスの浸潤状況と伝播に関する疫学的研究)

博士(医科学 ） 甲第 29 号 青山
あおやま

　友佳
ゆか

平成27年9月30日
3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA lyase
（HMGCL）(遺伝子におけるMLPA法を用いた新
たな遺伝子診断法の確立)
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1

表彰受賞者 

Prostate Cancer DREAM Challenge Subchallenge 入賞 

受 賞 者：志賀 元紀 工学部助教 

受 賞 内 容：Top Performing Teams に選出 

受 賞 日：平成 27 年 8月 27 日 

公益社団法人日本獣医学会 JVMS 優秀論文賞 2014 

受 賞 者：猪島 康雄 応用生物科学部准教授 

受 賞 論 文：Up-Regulation of MUC2 Mucin Expression by Serum Amyloid A3 

   Protein in Mouse Colonic Epithelial Cells 

受 賞 日：平成 27 年 9月 8 日 

一般社団法人電気学会 産業応用部門 平成 27 年産業応用部門論文賞 

受 賞 者：河瀬 順洋工学部教授 

受 賞 論 文：Reduction in Eddy Current Loss on Rotor of SPMSM Driven by Inverter 

受 賞 日：平成 27 年 9月 3 日
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産官学連携の実施状況 

○共同研究  （平成２７年９月契約分） 

部局名 研究代表者 企業等名 

工学部 河 瀬 順 洋 日東電工(株) 
〃 小 林 智 尚 (株)アルファ・プラネット 
〃 小 林 孝 一 岡三リビック(株) 

(株)アールシージージャパン 
〃 仲 井 朝 美 シキボウ(株) 
〃 高 木 朗 義 (株)デンソー 
〃 八 嶋 厚 (一社)中部地域づくり協会 

応用生物科学部 大 場 伸 也 (株)ロジックソリューションズ 
〃 長 岡 利 (株)秋田屋本店 
〃 前 澤 重 禮 （一社）ぎふクリーン農業研究センター

金型創成技術研究センター 山 下 実 太平洋工業(株) 
複合材料研究センター 深 川 仁 (株)ヤシマ 
流域圏科学研究センター 廣 岡 佳弥子 東洋インキＳＣホールディングス(株) 

○受託研究  （平成２７年９月契約分） 

部局名 研究代表者 企 業 等 名 

医学系研究科 湊 口 信 也 国立大学法人名古屋大学 

医学部附属病院 浅 田 隆 太 国立大学法人東北大学 

〃 小 関 道 夫 学校法人慶應義塾 

〃 吉 田 和 弘 一般社団法人九州臨床研究支援センター 

〃 吉 田 和 弘 一般社団法人 JBCRG 

工学部 國 枝 稔 (株)大林組 

〃 小 林 智 尚 国立研究開発法人 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 

〃 野々村 修 一 国立研究開発法人 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 

〃 八 嶋 厚 土岐市土岐口財産区 

連合創薬医療情報研究科 桑 田 一 夫 国立大学法人金沢大学 
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受入部局
氏名

（国名）
所属・職名 期間 研究題目

教育

タイ　ナンダー　キャウ
HTAIK NANDAR

KYAW
(ミャンマー)

防衛施設協会物理学科・
講師

Lecturer, Defence services
academy

2015/9/9～
2015/10/11

ミャンマーにおけるダブルハイパー核実験の共同研
究の推進

Promotion of collaborative research on double-
hypernuclear experiment in Myanmar

工学
エー　エー　ミン

Aye Aye Min
(ミャンマー)

マンダレー大学 講師
Lecturer,Mandalay

University

2015/9/9～
2015/10/11

ミャンマーにおけるダブルハイパー核実験の共同研
究の推進

Promotion of collaborative research on double-
hypernuclear experiment in Myanmar

工学

アントニオ　フローレス
カバレロ

Antonio Flores
Caballero
(スペイン)

カルロスⅢ世大学　研究員
Researcher, University
Carlos Ⅲ　of Madrid

2015/9/23～
2016/1/3

ロボットハンドに関する研究
Humanoid robot hand

応生

アスマ・ガレプ・アチア・
サレ

Asmaa Ghalep Attia
Saleh

(エジプト)

ダマンフール大学　獣医学
部獣医学科　助手

Assistant
lecturer,Department of

Veterinary Internal
Medicine, Faculty of
Veterinary Medicine,
Damanhour University

2015/9/15～
2016/9/14

ウマヘルペスウィルスに関する病理学的研究
Pathological study on equine herpesvirus

応生
ケイ　エム　エイ　タレク

K.M.A Tareq
(バングラディッシュ)

パツアカリ科学技術大学
 Assistant Controller of
Examination, Patuakhali
Science and Technology

University

2015/9/22～
2016/9/11

哺乳動物精子の受精機能に関する研究
Studies on the fertilizing ability of mammalian

spermatozoa

外国人研究者の受け入れ（9月）
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メディア掲載一覧 

○新聞 （平成２７年９月分） 

掲載日 新聞名 内容 

9 月 1 日 岐阜 
◎研究室から大学はいま：感情にも「機械的なニオイ」 

～教育学部学校教育講座 月元 敬 准教授～ 

9 月 1 日 中日 
元名大生 少年審判へ 再鑑定で疾患が見つかった例も 専門家が指

摘 ～医学系研究科（精神病理学） 高岡 健 准教授～ 

9 月 1 日 中日 
防災意識 変化少なく 小学校保護者アンケート  

～岐阜大学（地震工学） 杉戸真太 理事・副学長～ 

9 月 1 日 岐阜 

67%，防災意識薄れる 東日本大震災直後から変化 岐阜大調査 備蓄

食料，買い替えず  

～岐阜大学（地震工学） 杉戸真太 理事・副学長～ 

9 月 3 日 中日 
岐阜大で地震工学研修 県庁訪問 モロッコの大学院生 

～岐阜大大学院生 セイフェディン・シェリフ～ 

9 月 4 日 中日 
ランドセルの色迷う 希望かなえ，やる気にも 自己決定の芽 大切 

～教育学部美術教育講座 辻 泰秀 教授～ 

9 月 4 日 岐阜 
音で瞬時に体積計測 果物の糖度，クリームの食感把握に応用 農業

など活用期待 ～応用生物科学部 西津貴久 教授～ 

9 月 5 日 岐阜 ◎夕閑帳：健康経営とは ～岩田弘敏  名誉教授～ 

9 月 6 日 岐阜 
◎病院の実力～岐阜編：がん拠点病院 質高い治療 国が指定 早期

発見へまず検診を ～医学部附属病院 吉田和弘 がんセンター長～ 

9 月 6 日 中日 
９月９日は救急の日 きょうから救急医療週間 安心で安全の医療を

提供 ～医学部附属病院 小倉真治 病院長～ 

9 月 7 日 中日 
◎今エヌ・アイ・イーは：新教科に「公共」「歴史総合」 社会情勢，

新聞で読み解こう ～教育学部 須本良夫 教授～ 

9 月 8 日 岐阜 校内に迫力の音色 若手演奏家が出張公演 ～教育学部附属小学校～ 

9 月 8 日 毎日 

岐阜大アメフット「ファントムズ」 「東海学生リーグ来場を」岐阜

市初開催で呼びかけ  

～岐阜大アメリカンフットボール部「ファントムズ」～ 

9 月 8 日 岐阜 
◎研究室から大学はいま：暗い場所を求め伸びる植物 ～応用生物科

学部生産環境科学課程環境生態科学コース 加藤正吾 准教授～ 

9 月 9 日 読売 
サイバー犯罪対策 アドバイザー委嘱 県警，民間など４人 

～総合情報メディアセンター 村瀬康一郎 教授～ 

9 月 9 日 岐阜 
サイバー犯罪対策アドバイザー 県警が研究者ら委嘱 

～総合情報メディアセンター 村瀬康一郎 教授～ 
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掲載日 新聞名 内容 

9 月 10 日 岐阜 
岐阜大１部復帰応援を 東海学生アメフット 13日初戦 

～岐阜大アメリカンフットボール部「ファントムズ」～ 

9 月 11 日 岐阜 ◎夕閑帳：アディポネクチンとは ～岩田弘敏  名誉教授～ 

9 月 12 日 朝日 
防災意識 震災３年で低下 岐阜大などアンケート 回答世帯の 67% 

～岐阜大学（地震工学） 杉戸真太 理事・副学長～ 

9 月 14 日 岐阜 ◎夕閑帳：ナラティブ・メディスンとは ～岩田弘敏  名誉教授～ 

9 月 15 日 岐阜 
◎研究室から大学はいま：「補綴治療」保険診療が拡大 

～医学部附属病院歯科口腔外科 加藤恵三 講師～ 

9 月 16 日 岐阜 
ツノガイ 数週間で化石に 「数百万年かけ形成」覆す"早業" 名大，

岐阜大が解明 

9 月 16 日 中日 「短期間で化石化」解明 コンクリートに応用も 

9 月 17 日 岐阜 若手人材育成へ４者連携 産学金官協議会が設立総会 

9 月 17 日 中日 

岐阜大学シティカレッジプログラム  

近代日本の恋愛小説 中河与一「天の夕顔」を読む 

～地域科学部 林正子 教授～ 

9 月 17 日 岐阜 
岐阜大初の院生長期派遣 米国立衛生研に留学  

企業寄付金を活用 ～工学研究科１年 長瀬春奈さん～ 

9 月 18 日 岐阜 

医学教育の牛場賞・日野原賞 岐阜大教授ら２人受賞  

～医学教育開発研究センター 元センター長 高橋優三 名誉教授，

前センター長 鈴木康之 教授～ 

9 月 18 日 中日 
養老山地でクマ調査へ カメラで数計測  

～応用生物科学部 森元萌弥 特任助教～ 

9 月 19 日 岐阜 
◎夕閑帳：嗅覚の神秘性 

～岩田弘敏  名誉教授～ 

9 月 19 日 中日 歴史や農業学べる場 美濃加茂市と連携協定 

9 月 20 日 読売 学生県内定着に向け産学金官連携協議会 

9 月 21 日 岐阜 
若い力，岐阜に活気 大学生がビル空き店舗を自主運営 

～地域科学部４年 丸山純平さん～ 

9 月 22 日 岐阜 
◎研究室から大学はいま：脳性麻痺児の運動サポート  

～医学系研究科スポーツ医科学分野 薮本 保 講師～ 

9 月 23 日 岐阜 防衛省が公募 軍事可能研究，16大学呼応 

9 月 23 日 中日 軍事可能研究 16 大学が応募 防衛省が費用支給 

9 月 23 日 岐阜 地方創生推進へ連携 美濃加茂市と岐阜大が協定 

9 月 25 日 読売 人材育成や振興 連携で協定締結 岐阜大と美濃加茂市 
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掲載日 新聞名 内容 

9 月 26 日 岐阜 

東京商議所「エコピープル」 小林さん大賞 省エネ普及活動に力  

～NPO 法人 e-plus 生涯学習研究所代表理事（元岐阜大地域協学センタ

ー特任准教授） 小林由紀子さん～ 

9 月 26 日 朝日 
米 NIH に研修派遣 岐大院工学研究科１年長瀬さん 奨学金利用し来

月から ～工学研究科１年 長瀬春奈さん～ 

9 月 27 日 中日 
ヤギの除草 環境配慮と畜産を両立  

～連合農学研究科生物生産科学専攻 土井和也さん～ 

9 月 27 日 中日 
安保関連法の問題点を討論 岐阜で勉強会 

～応用生物科学部 椎名貴彦 准教授～ 

9 月 27 日 岐阜 
安保法廃止へ一丸 県内３大学有志が集会 

～応用生物科学部 椎名貴彦 准教授～ 

9 月 27 日 岐阜 
◎サンデーコラム：正しい科学論文とは 再現率低い「革新性」 

～医学系研究科 國貞隆弘 教授～ 

9 月 27 日 中日 
米国立衛生研に長瀬さん留学へ 岐阜大院 

～工学研究科１年 長瀬春奈さん～ 

9 月 27 日 中日 
里山保全に漁師を 自然との共生講演 岐阜大公開講座 

～地域科学部 肥後睦輝 教授～ 

9 月 28 日 岐阜 ◎夕閑帳：家族が抱くエゴ ～岩田弘敏 名誉教授～ 

9 月 29 日 中日 トピックス：岐阜大学シティカレッジプログラム 

9 月 29 日 読売 
修士課程で米研究所留学 岐阜大 バローなどの寄付基金活用 

～工学研究科１年 長瀬春奈さん～ 

9 月 29 日 岐阜 
◎研究室から大学はいま：安全に癌転移の肝臓を切除  

～医学部附属病院第１外科（高度先進外科） 関野考史 准教授～ 

○テレビ・ラジオ （平成２７年９月分） 

放送日 番組名 内容 

9 月 14 日 
ポーランド 

ワルシャワテレビ 

科研費調査（ポーランドにおける障害者雇用）に

関して～地域科学部 小西 豊 講師～ 

9 月 26 日 
NHK 総合 

「Uta-Tube」10:50～ 

「Uta-Tube in キャンパス」として岐阜大学キャ

ンパスで公開収録 
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諸 会 議 

◇第４９６回役員会 

９月３日（木） 

 議題 

１．教育職員雇用事前協議について 

２．教育職員雇用申請について 

◇第４９７回役員会 

９月１０日（木） 

 議題 

１．教育職員雇用申請について 

◇第５回部局長・部長会 

９月１０日（木） 

（協議事項なし） 

◇第５回授業編成専門委員会 

９月１４日（月） 

 議題 

１．平成２８年度非常勤講師採用計画について 

◇第６回教学委員会 

９月１５日（火） 

 議題 

１．平成２８年度学年暦（案）について（継続審議） 

２．岐阜大学入学資格に関する規程の一部改正（案）について 

◇第１３９回教育研究評議会 

９月１７日（木） 

（審議事項なし） 

◇第５回入学試験専門委員会 

９月１８日（火） 

 議題 

１．医学部医学科私費外国人留学生特別入試選抜基準の一部改正（案）について 

２．平成２８年度大学入試センター試験における予備追試験場の設定（案）について 

３．平成２８年度岐阜大学一般入試学生募集要項（案）について  

４．平成２８年度岐阜大学推薦入学Ⅱ特別入試学生募集要項（案）について  

５．平成２８年度岐阜大学私費外国人留学生特別入試学生募集要項（案）について 

◇第４９８回役員会 

９月２４日（木） 

 議題 

１．教育職員雇用申請について 

２．教育職員雇用事前協議について 

３．特任教員雇用申請について 
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月 日 行　　事　　名

9 / 2 看護学科・看護学専攻教授会議（医）

3 第496回役員会

連合獣医学研究科（第１次・秋季入学）入学試験

4 研究科委員会・代議委員会（連獣）

7 連合農学研究科（第１次）入学試験

8 研究科委員会・代議員会（連農）

9 医学研究科・医学科教授会議（医）

教授会・代議員会（工）

教授会（メディア）

10 第497回役員会

第5回部局長・部長会

11 医学系研究科看護学専攻（修士課程）入学試験

12 医学部看護学科3年次編入学入学試験

14 第5回授業編成専門委員会

15 第6回教学委員会

研究科委員会（連創）

16 第6回学長記者会見

教授会・研究科委員会（教・地・応）

17 第139回教育研究評議会

18 第5回入学試験専門委員会

24 第498回役員会

連合農学研究科・同連合獣医学研究科学位記授与式

教授会（流域）

地域科学研究科（修士課程）入学試験

25 医学系研究科医科学専攻（博士課程）入学試験（～９月３０日まで）

医学系研究科再生医科学専攻（博士後期課程）入学試験

28 教授会（生命）

30 地域科学研究科学位記授与式

工学研究科学位記授与式

連合創薬医療情報研究科学位記授与式

10 / 1 工学研究科秋季入学式

連合農学研究科・同連合獣医学研究科秋季入学式

連合創薬医療情報研究科秋季入学式

主要日誌
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