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留学生センター・フォーラム “日韓教育交流の軌跡” を開催

留学生センターでは，2月11日（火・祝），岐阜大学サテライトキャンパス多目的講義室において，本学国際戦
略本部との共催により，留学生センター・フォーラム “日韓教育交流の軌跡” を開催した。
このフォーラムは，本学及び留学生センターの中期計画に基づき，学術交流協定大学・地域自治体等との人的交
流を促進し，また，留学生センターの教育・研究活動を地域社会に公開することで，教育・研究の社会的還元を果
たすことを目的として行われた。
日韓関係に長く深い関心を持ち続ける三人の講師に，自己の留学・調査・研究体験を踏まえ，「教育」的な側面
に関する日韓交流をテーマにお話をいただいた。講師には，学外から学術協定大学の木浦大学校（韓国）の朴
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教授，埼玉県庁県民生活部国際課の椎橋宗利主幹のお二人をお迎えし，留学生センターからは太田孝子教授が講
師を務めた。
最初に，小見山章国際戦略本部長から開会のあいさつと本学国際交流の現況について報告があり，続いて森田晃
一教授から，フォーラムの趣旨説明が行われた。
講演会では，太田孝子教授から「若き日の内地留学，新女性たちの知の獲得」，次に，朴賛基教授から「若き日
の日本留学，体験的事実からの思考」，最後に椎橋宗利主幹から「若き日の韓国調査，激動の時代に遭遇して」と
題する講演が行われた。
講演後は，現在の日韓教育交流の例として木浦大学校へ留学した本学学生及び同大学から本学に留学している韓
国人留学生の両名から経験談や感想等の報告があり，引き続き会場との質疑応答，意見交換を行った。
なお，フォーラム開催に当たっては，岐阜県，同教育委員会，岐阜市，同教育委員会，各務原市，同教育委員
会，（公財）岐阜県国際交流センターから後援を受けた。

小見山国際戦略本部長のあいさつ 留学生センター　太田孝子教授

木浦大学校　朴　賛基教授 埼玉県庁　椎橋宗利主幹
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学位授与

学位の種類 学位記番号 氏名 学位授与年月日 学位論文名

博士（医学） 医博甲第937号 WU HADA H26. 2. 19

Use of Shigyaku-san to Improve Liver 
Func t ion  and  Regene ra t ion  Af t e r 
Hepatectomy in Rats.（ラットにおける
肝切除後の肝機能と再生を向上させる
ための四逆散の使用）

博士（医学） 医博甲第938号 岩　田　ちひろ H26. 2. 19

Hypergravity exposure for 14 days increases 
the effects of propofol in rats
（14日間の過重力環境暴露によるプロ
ポフォール効麻酔効果の増強）

叙位・叙勲

元本学職員に対し，次のとおり叙位・叙勲がありました。

故　元岐阜大学農学部事務長　岩田　榮市　氏
　　　正六位　瑞宝双光章　（平成26年 1月31日）

故　名誉教授（元教養部教授）　稲田　俊志　氏
　　　従四位　（平成26年 2月 3日）

産学連携の実施状況

○共同研究 （平成26年 2月契約分）

部　局　名 研究代表者 企　　業　　等　　名

医学部附属病院 五　島　　　聡 バイエル薬品（株）
工 学 部 倉　内　文　孝 （株）北栄建設

〃 宮　坂　武　志 （独）宇宙航空研究開発機構，九州大学，東京大学，常翔学園，
首都大学東京

〃 武　野　明　義 （株）本田技術研究所
〃 仲　井　朝　美 東洋紡（株）

応用生物科学部 鈴　木　文　昭 和光純薬工業（株）
〃 上　野　義　仁 長瀬産業（株）

流域圏科学研究センター 李　　　富　生 （株）メイホーエンジニアリング

○受託研究 （平成26年 2月契約分）

部　局　名 研究代表者 企　　業　　等　　名

医学系研究科 江　崎　孝　行 フルイドウェアテクノロジーズ（株）
医学部附属病院 湊　口　信　也 メビックス（株）
応用生物科学部 八代田　真　人 昭和産業（株）
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諸会議

◇　第 3回授業編成専門委員会

　 2月 3日（月）

　議　題

　 1．平成26年度非常勤講師採用計画の一部変更に

ついて

　 2．大学以外の教育施設等における学修の単位認

定について

◇　第 1回入学試験専門委員会

　 2月 5日（水）

　議　題

　 1．平成27年度一般入試個別学力検査における数

学及び理科の旧教育課程履修者に対する経過措

置（案）について

　 2．平成27年度工学部 3年次編入学学生募集要項

（案）について

　 3．「大学案内2015」版の作成について

◇　第429回役員会

　 2月 6日（木）

　議　題

　 1．教育職員の人事（応用生物科学部：准教授 1

名，流域圏科学研究センター：助教 1名）につ

いて

◇　第10回国際戦略本部会議

　 2月 7日（金）

　議　題

　 1．平成26年度 4月期学術交流協定に基づく交換

留学生（短期受入）の受入について

◇　第430回役員会

　 2月13日（木）

　議　題

　 1．特任教員雇用申請について

◇　第 9回部局長・部長会

　 2月13日（木）

　（連絡事項のみ）

◇　第 3回教学委員会

　 2月18日（火）

　議　題

　 1．大学院学則の一部改正について 

　 2．岐阜大学における履修証明プログラムに関す

る規程の一部改正について 

　 3．学業成績表彰（卒業表彰）者について 

　 4．学生表彰（学術研究活動表彰）について 

　 5．学位記（英語表記）に記載する学部及び学科

並びに研究科及び専攻等の英語名称に係る申合

せについて 

　 6．岐阜大学教員免許状更新講習実施規程の一部

改正について

◇　第431回役員会

　 2月20日（木）

　議　題

　 1．学長特別参与について

　 2．次期学部長等候補者についてについて

　 3．特任教員雇用申請について

◇　第122回教育研究評議会

　 2月20日（木）

　議　題

　 1．工学部附属インフラマネジメント技術研究セ

ンターの設置について

◇　第432回役員会

　 2月27日（木）

　議　題

　 1．寄附講座の設置について

　 2．岐阜大学フェロー候補者の推薦について

　 3．教育職員の人事（工学部：教授 2名）につい

て

　 4．特任教員雇用事前協議について

◇　第11回国際戦略本部会議

　 2月28日（金）

　議　題

　 1．大学の国際化 action-planについて

　 2．平成26年度計画（原案）の確認について

　 3．学術交流協定書の雛形について
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主要日誌

月　　日 行　　　　　事　　　　　名

2／ 1
3
4
5

6

7

8
11
12

13

14

18
19

20

25

26

27
28

地域科学研究科入学試験（第 2次）
第 3回授業編成専門委員会
研究科委員会（連創）
第 1回入学試験専門委員会
連合創薬医療情報研究科入学試験（第 2次）
第429回役員会
連合獣医学研究科入学試験（第 2次）
第10回国際戦略本部会議
臨時教授会（教）
教授会・研究科委員会（地）
教授会・代議員会（工）
研究科委員会・代議委員会（連獣）
教育学研究科入学試験（第 2次）
留学生センター・フォーラム “日韓教育交流の軌跡”
看護学科・看護学専攻教授会議（医）
教授会（メディア）
第430回役員会
第 9回部局長・部長会
連合農学研究科入学試験（第 2次）
研究科委員会・代議員会（連農）
私費外国人留学生特別入試（地・工）
第 3回教学委員会
教授会・研究科委員会（教・地）
医学研究科・医学科教授会議（医）
第431回役員会
第122回教育研究評議会
前期日程入学試験（教・地・医・工・応）
私費外国人留学生特別入試（医）
医学部看護学科 3年次編入学入学試験（第 2次）
教授会（流域・生命）
前期日程入学試験（教・医学部医学科）
第432回役員会
第11回国際戦略本部会議




