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岐阜大学シンポジウム『学校管理職養成の開発-校長を養成する方法とは-』を開催 
 
本学は，２月９日（火），文部科学省「平成２７年度総合的な教師力向上のための調査研

究事業」の一環として，シンポジウム『学校管理職養成の開発-校長を養成する方法とは-』
を開催した。全国の大学関係者をはじめ，県内の教育委員会，学校関係者，学生，保護者

ら約１００名が出席した。 
はじめに，調査研究事業である「教職大学院と教育委員会が連携した学校管理職養成研

修プログラムの開発」を報告した。 
続いて，茂里毅文部科学省初等中等教育局教職員課長から，「学校管理職養成の教育政策」

に関する基調講演をいただいた。 
最後に，本学の篠原清昭教授のコーディネートにより，「学校管理職養成の開発」をテー

マにパネルディスカッションが行われ，パネリストとして茂里毅文部科学省初等中等教育

局教職員課長，髙岡信也独立行政法人教育研修センター理事長，早川三根夫岐阜市教育長，

水川和彦岐阜県教育委員会義務教育総括監，小島弘道龍谷大学教授の５名による活発な議

論が交わされた。 
 

  
講演する文部科学省初等中等教育局教職員課長の茂里氏 
 

 
活発な議論がなされたパネルディスカッション 
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ベトナム人留学生対象の岐阜県内企業工場見学バスツアーを実施 

 2 月 16 日(火)，大垣共立銀行，VYSA TOKAI，N&V ブリッジ株式会社の主催，岐阜大

学グローカル推進本部及び就職支援室との共催で，岐阜県内企業の視察を目的とした

工場見学バスツアーが開催された。今回の見学ツアーでは，本学，名古屋工業大学，

豊橋技術科学大学，名古屋経済大学，日本語学校から，計 9名の留学生が参加し，本

学からは，工学研究科博士前期課程 1年のタ・クワァン・ドゥさんが参加した。 

 

 今回訪問した企業は，日本インシュレーション株式会社，ムトー精工株式会社，株

式会社東海パウデックスの 3社。3社全てにおいて，工場，事務所の見学を行い，実際

に製品ができあがる工程を，間近で体験することができた。 

工場見学が終わり，参加したタ・クワァン・ドゥさんから，「企業の内部まで見学

する機会はなかなかないので，非常に貴重な体験ができて良かった。また，外国人の

日本での働き方を見ることができて参考になった。」との感想が寄せられた。 

 

ムトー精工株式会社にて製品の説明を受ける学生達 

 

集合写真 
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平成２７年度第１０回学長記者会見を実施 
 
 本学は，２月１７日（水）に，平成２７年度第１０回学長記者会見を実施した。 
 会見ではまず，森脇学長が「新研究科の設置」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，新研究科である大学院自然科学技術研究科の設置準備委員会 福井委員長よ

り詳細説明が行われた。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。 
 

 

説明する森脇学長 
 

 

説明する福井委員長 
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フォーラム「地域と岐大留学生」を開催 
 
 本学グローカル推進本部及び留学生センターは，２月１７日（水），フォーラム「地域と

岐大留学生」（地域協学センター共催）を開催した。 
 当日は，本学に在籍する留学生・日本人学生及び教職員，学外の方等約５０名の参加が

あった。 
 本フォーラムは，「郡上地域と留学生ホームステイ」，「高山地域と留学生インターンシッ

プ」の２部構成で行った。 
「郡上地域と留学生ホームステイ」では，今年度（２０１５年度）まで２０年間連続し

て岐阜大学サマースクール（受入）のホームステイプログラムにご協力いただいている郡

上八幡国際友好協会（GIFA）の会長 鷲見幸彦氏より，地域の住民がプログラムを通じて

異文化に接したことで，郡上や日本の文化を見つめ直すことができ，人と人とのふれあい

と多様性への理解が生まれ，地域の活性化に繋がるというお話をいただいた。 
 「高山地域と留学生インターンシップ」では，留学生インターンシップのコーディネー

トを担っている NPO 法人まちづくりスポットの代表理事 竹内ゆみ子氏より，インターン

シップに留学生を受け入れることのメリット・デメリットを踏まえての改善策と反省点，

送り出す大学に対して期待していることを伝えていただいた。 
 また，昨年度サマースクール生として郡上ホームステイを体験した留学生（日本語・日

本文化研修生）のシモン・ウィークルンドさん（スウェーデン）は，ホームステイ先での

様々な思い出とそれが再留学への契機になったことを発表した。高山インターンシップで

の経験学生（留学生センター特別聴講学生）のエン・ウサンさん（中国）は，旅館の売店

での接客業について，ゴ・ゲンさん（中国）は，旅館の仕事を通して得たもの等，関わっ

た人たちへの感謝の気持ちを伝えた。続いて，高山の旅館に就職予定の地域科学部４年生 
木村朋恵さんは，アメリカでの留学経験から就職先を高山市に決めた理由と将来の夢を語

った。 
 最後の質疑応答では一般参加者も交えて，インバウンド等について意見交換を行った。

本フォーラムは，留学生を通して地域と大学の交流をより一層深めるよい機会となった。 
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鷲見幸彦氏                竹内ゆみ子氏 

 

  

シモン・ウィークルンドさん        エン・ウサンさん 

  

ゴ・ゲンさん               木村朋恵さん 

 

岐阜大学学報　28.3

5



岐阜大学男女共同参画推進室「ぎふ清流参画ネット」を開催 
 
 岐阜大学男女共同参画推進室では，2 月 19 日（金）に，ぎふ清流参画ネット（岐阜県内

自治体男女共同参画意見交換会）を開催した。この意見交換会は，平成 23 年度から毎年，

県内自治体の男女共同参画担当者を対象に行っているもので，5 回目の今回は，県内の 8 自

治体から計 10 名，学内から 6 名の参加があった。 
 第 1 部は，「仕事と家庭を両立するためには」というテーマについて，ノー残業デーの実

施がどのような効果があるのか，学童保育の地域による違い等について自身の職場環境を

交えて議論を行った。第 2 部は，各自治体での「男女共同参画推進の上で困っている点」，

「地域連携による男女共同参画推進の方策」等について意見交換を行い，女性活躍推進法

を受けての各自治体による対応について情報を共有した。 
 岐阜大学男女共同参画推進室は，今後も県内自治体と連携して取り組みを進めていく。 
 

 
意見交換会の様子 
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連合獣医学研究科 第７回ジョイントシンポジウムを開催 
 
 本学連合獣医学研究科は， 2 月 22 日（月）ベトナムにて第７回ジョイントシンポジウム

「The 7th Joint Symposium of Veterinary Research among Universities of Veterinary 
Medicine in East Asia」を開催した。今回のシンポジウムには，本学連合獣医学研究科（岐

阜大学，岩手大学、帯広畜産大学，東京農工大学），山口大学連合獣医学研究科（鳥取大学，

山口大学，鹿児島大学），東京大学，ソウル大学，国立台湾大学，ベトナム・国立農業大学

が参加した。 
 ジョイントシンポジウムでは，Keynote Lecture（獣医学の研究発表），Session（学生に

よる発表）が行われ，積極的な情報交換，意見交換がされた。本学連合獣医学研究科から

は８名の学生が口頭発表を行うなど，若手研究者育成の一環として，またアジア圏の獣医

学研究交流の場として，有意義なシンポジウムとなった。 
 
 

 

記念撮影 

岐阜大学学報　28.3

7



教育学部２年生の赤松諒一さんが「清流の国ぎふ栄誉賞」を受賞 
 
 「清流の国ぎふ栄誉賞」は，各分野において顕著な成果を挙げるなど，岐阜県の名声を

高めた人を，岐阜県が表彰するものである。赤松さんは第 84 回日本学生陸上競技校抗選手

権大会において男子走高跳で優勝したことを称えられ表彰された。 
 
 受賞を受け，2 月 22 日（月），陸上部顧問である教育学部の原田教授と共に学長室を訪れ，

報告を行った。 
 森脇学長からは，受賞に関して祝福の言葉と共に「本学から全国トップクラスの選手に

なった事はすごいことだと思う。これから更に上を目指してほしい。」とメッセージが送ら

れた。また，競技中の心理状態や駆け引きに関する事が話題になり，和やかな報告となっ

た。  
 

  

賞状を見せる赤松さん    報告の様子 

 

 

記念撮影（左から、森脇学長、赤松さん、原田教授） 
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岐阜市教育委員会との連携協力に関する覚書を締結 
 
 本学教育学部は，2 月 23 日（火），岐阜市立岐阜特別支援学校高等部生徒の産業現場実習

に協力すること等を目的とし，岐阜市教育委員会との連携協力に関する覚書を締結した。 
 本学では，平成 22 年度から応用生物科学部が同校高等部生徒の産業現場実習の受入れを

開始しており，主に農場の畑や養鶏場の作業等を行っている。今回の覚書締結により，平

成 28 年度から，教育学部の清掃活動においても同校生徒の実習を受け入れる。 
 岐阜市教育委員会で行われた締結式では，池谷尚剛教育学部長と早川三根夫岐阜市教育

長が覚書に調印し，今後，ますます相互の連携を深めていくことを誓った。  
 

 

締結式の様子（左から、池谷教育学部長、早川岐阜市教育長） 
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博士（医学） 甲第１００５号 伊藤
いとう

　文隆
ふみたか

平成28年2月17日

Non-invasive Tissue Characterization of Lung Tumors Using
Integrated Backscatter Intravascular Ultrasound: An ex vivo
Comparative Study with Pathological Diagnosis （IB-IVUSを用いた
肺腫瘍の非侵襲的組織診断：生体外における病理診断との比較研究）

博士（医学） 甲第１００６号 小林
こばやし

　一博
かずひろ

平成28年2月17日

Early microlesion of viral encephalitis confirmed by galectin-3
expression after a virus inoculation（ウイルス誘発性脳炎初期病
変におけるgalectin-3の発現）

博士（医学） 乙第１４８５号 西尾
にしお

　彰
あき

泰
ひろ

平成28年2月17日

Prevalence of Mental Illness, Cognitive Disability, and their
Overlap among the Homeless in Nagoya, Japan（名古屋のホームレスにお
ける精神疾患、知的障害、認知障害の有病率とその重複に関する調査）

氏名

学位授与

博士論文名
（和訳）

授与年月日学位の種類 学位記番号
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産官学連携の実施状況 

 

○共同研究 

      （平成２８年２月契約分） 

部局名 研究代表者 企業等名 

医学系研究科 原  武史 日本メジフィジックス(株) 

医学部附属病院 長瀬  清 サラヤ(株) 

工学部 今尾 茂樹 (株)ハイテム 

工学部 國枝  稔 ジェイアール東海コンサルタンツ(株) 

工学部 山田 宏尚 アイコクアルファ(株) 

応用生物科学部 福井 博一 森下仁丹(株) 

連合創薬医療情報研究科 赤尾 幸博 シーシーアイ(株) 

 

 

○受託研究 

（平成２８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 森重 健一郎 北関東婦人科がん臨床試験コンソー

シアム 

医学部附属病院 吉田 和弘 (株)リニカル※ 

※同一企業と別課題で２件契約締結 
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メディア掲載一覧 

○新聞 

（平成２８年２月分） 

掲載日 新聞名 内容 

2月 1日 岐阜 ◎夕閑帳：京都と「八つ橋」 ～岩田弘敏 名誉教授～ 

2月 1日 京都 
自主防災の課題探る 南舞鶴自治連合会が研修 ～清流の国ぎ

ふ防災・減災センター 小山真紀 准教授～ 

2月 2日 岐阜 
◎素描：再生可能エネルギー普及の問題点 ～次世代エネルギー

研究センター長 野々村修一 教授～ 

2月 2日 岐阜 
◎研究室から大学はいま：がん細胞生じる仕組み解析 ～医学系

研究科細胞情報学分野 木村正志 講師～ 

2月 2日 岐阜 岐阜・ベトナム 友好協会が発足 民間交流促進 

2月 2日 朝日 ベトナムと友好協会 産官学，民間交流促す 

2月 2日 日本経済 ベトナム友好へ 産官学が連携 岐阜で協会設立 

2月 2日 中日 県とベトナム交流図る 友好協会設立 岐阜で総会 

2月 2日 読売 ベトナムと交流促進へ 企業や大学など 友好協会を設立 

2月 3日 朝日 
◎ナゴヤカルチャー：演劇通じて映画を再生 ヌーヴェル・ヴァーグ

再考 ～教育学部 矢橋 透 教授～ 

2月 4日 毎日 国公立大出願 岐阜大倍率 6.1倍 教員養成課程など人気 

2月 4日 中日 中学生の「やる気」探そう 名大生ら春から 研究兼ね放課後授業 

2月 4日 中日 
がん防ぐ日常生活 岐阜大学長が講演 県経済同友会懇談会 ～

森脇久隆 学長～ 

2月 5日 岐阜 
森脇岐阜大学長 がん予防で講演 県同友会 ～森脇久隆 学長

～ 

2月 5日 岐阜 
輝く功績 第 66回岐阜新聞大賞受賞者：地盤際学の解析に尽力 

～学術部門 八嶋 厚 教授～ 

2月 6日 岐阜 ◎夕閑帳：路線バスの星座占い ～岩田弘敏 名誉教授～ 

2月 6日 朝日 岐阜大と岐南町が協定 

2月 7日 岐阜 岐阜大で青年海外協力隊 50周年集会 途上国支援に達成感 

2月 7日 読売 
赤坂宿学習成果 寸劇などで発表 大垣の中学生 ～旧早野邸セ

ミナーハウス～ 

2月 7日 岐阜 
「研究に対話不可欠」 岐阜大応用生物科学部 鈴木教授が最終

講義 ～応用生物科学部教授 鈴木文昭 理事・副学長(国際・広
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報担当）～ 

2月 7日 朝日 
土曜も勉強したよ 「地元意識したい」 大垣・赤坂中 ～旧早野邸

セミナーハウス～ 

2月 9日 岐阜 
◎素描：エネルギー貯留 ～次世代エネルギー研究センター長 

野々村修一 教授～ 

2月 9日 岐阜 

◎研究室から大学はいま：寄生虫感染，メカニズム解明 ～応用生

物科学部共同獣医学科獣医寄生虫病学分野 高島康弘 准教授

～ 

2月 10日 朝日 
会と催し：「岐阜・生と死を考える会２月例会」 ～医学部附属病院

小児科 加藤善一郎 医師～ 

2月 10日 岐阜 
岐阜大が学校管理職養成シンポ 教育者の在り方探る 必要な資

質議論 ～教職大学院～ 

2月 10日 朝日 
女性の胃がん死減らせ 進行してから発見割合高い 専門外の医

師，検診勧めて ～医学部附属病院 吉田和弘 がんセンター長～ 

2月 12日 岐阜 ◎夕閑帳：育脳は五感健康法で ～岩田弘敏 名誉教授～ 

2月 12日 朝日 
「生きづらさ」学ぶ試み 原因を見える化 社会問題の解決に ～小

山真紀 准教授～ 

2月 14日 中日 

大垣養老高生らジビエ料理 PR 名神高速・養老 SA ～応用生物

科学部附属野生動物管理学研究センター 原口句美 学術研究補

佐員～ 

2月 14日 中日 
「川原町」魅力を冊子に 地域住民らのまちづくり会 古い家並み見

直して ～地域科学部 富樫幸一 教授～ 

2月 14日 岐阜 
郷土創造たたえる 岐阜新聞大賞６氏１団体に贈呈 防災技術を

全国発信 ～工学部 八嶋 厚 教授～ 

2月 16日 岐阜 
◎素描：水素エネルギーの実用化 ～次世代エネルギー研究セン

ター長 野々村修一 教授～ 

2月 16日 岐阜 
◎研究室から大学はいま：動物の薬剤耐菌性を"制御" ～連合獣

医学研究科応用獣医学連合講座 浅井鉄夫 教授～ 

2月 16日 中日 
災害時帰宅困難者 岐阜駅での支援は 岐大教授が講演 ～地域

減災研究センター長 能島暢呂 教授～ 

2月 17日 岐阜 
岐阜大生，集大成の美 教育学部が卒業制作展 ～教育学部美術

教育講座～ 

2月 17日 岐阜 
留学生と企業 橋渡し 大垣共立銀がバスツアー ～工学研究科 

タ・クワァン・ドゥさん～ 

2月 17日 岐阜 「志と継続が大切」 丸尾教授が最終講義 ～共同獣医学科 丸尾
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幸嗣 教授～ 

2月 18日 岐阜 
◎夕閑帳：世界農業遺産「清流長良川の鮎」に望む ～岩田弘敏 

名誉教授～ 

2月 18日 毎日 
支局来訪：アメフット体験 キッズ参加 PR ～アメリカンフットボール

部マネージャー 沢村早留奈さん，山下紗和さん～ 

2月 18日 岐阜 
アメフット楽しもう 岐阜大部員 20日にキッズ体験会 ～アメリカン

フットボール部選手 杉本岳人さん～ 

2月 18日 毎日 
岐阜大「式典で国家斉唱せず」 前身校の国家尊重 ～森脇久隆 

学長～ 

2月 18日 中日 
岐大学長「国家斉唱せず」 卒業式・入学式 文科相要請退ける 

～森脇久隆 学長～ 

2月 18日 朝日 大学院修士課程 ３研究科を再編 岐阜大，17年度から 

2月 18日 読売 岐大 大学院再編し研究科 17年度 自然科学技術分野に力 

2月 18日 毎日 高度理工系人材育成へ 「自然科学技研科」を新設 

2月 18日 岐阜 岐阜大大学院 自然科学技術研究科 新設 17年度に一元化 

2月 19日 中日 
馬術部で観察 木彫に躍動感 岐阜大生が県美で作品展 ～教育

学部美術教育講座 望月鮎佳さん～ 

2月 19日 中日 
「新聞切り抜き作品」優秀賞紹介 憲法改正 賛否に分け 中学生

の部 ～教育学部附属中学校１年 岩田千紗子さん～ 

2月 19日 朝日 学長「国家斉唱しない」 ～森脇久隆 学長～ 

2月 19日 岐阜 
岐阜大に 6637人出願 国公立大２次確定志願者数 医学科後期

は 29.1倍 

2月 20日 岐阜 
ぎふ防災・減災センター 地域防災リーダー育成 新年度に「未来

塾」開講 

2月 21日 岐阜 
◎教えてホームドクター：口腔アレルギー症候群 花粉症患者に合

併症 ～医学部附属病院皮膚科 水谷陽子 臨床講師～ 

2月 21日 岐阜 
◎サンデーコラム：雲を作る海洋微生物 珪藻が気象を左右？ ～

医学系研究科 國貞隆弘 教授～ 

2月 21日 朝日 
アメフット楽しさ体験 岐大部員，子らに実演 ～アメリカンフットボ

ール部「PHANTOMS」～ 

2月 21日 中日 
アメフット面白いよ 岐阜大生が親子らに実演 ～アメリカンフットボ

ール部「PHANTOMS」～ 
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2月 22日 岐阜 
「日本人の勤勉さ実感」 インターンシップ留学生 岐阜大で成果報

告 

2月 22日 朝日 国歌不斉唱...「交付金投入の中で」 文科相，岐阜大学長を批判 

2月 23日 岐阜 ◎夕閑帳：ジビエの特産品 ～岩田弘敏 名誉教授～ 

2月 23日 朝日 岐阜大国家問題 文科相再び批判 

2月 23日 岐阜 ◎記者ノート：本社遊軍 

2月 23日 岐阜 
◎研究室から大学はいま：人が育つ社会を共に考える ～地域科

学部地域文化学科地域構造講座 南出吉祥 准教授～ 

2月 23日 岐阜 
◎素描：岐阜県の水素インフラと将来の大規模貯留方法 ～次世

代エネルギー研究センター長 野々村修一 教授～ 

2月 24日 中日 力強い演舞 台湾で披露 名古屋学生チーム 岐阜大生も参加 

2月 24日 中日 
販路拡大で連携協定 JAぎふと岐阜大 ～応用生物科学部 福井

博一 学部長～ 

2月 24日 岐阜 
岐阜大と岐南町が協定 JAぎふ協定 農業振興で連携 ～応用生

物科学部 福井博一 学部長～ 

2月 25日 中日 国公立大２次試験始まる 

2月 25日 岐阜 国公立大２次試験始まる 岐阜大，２５２１人志願 前期日程 

2月 25日 岐阜 
大学や企業，研究成果紹介 岐阜市で産官学連携交流会 ～応用

生物科学部 中川智行 教授～ 

2月 25日 中日 
産官学連携し開発 交流会で成果紹介 岐阜商議所 ～応用生物

科学部 中川智行 教授～ 

2月 26日 朝日 天声人語 

2月 26日 中日 県内２大学でも入試 国公立大の２次始まる 

2月 26日 岐阜 岐阜大，２３７０人挑む 国公立大 ２次試験前期始まる 

2月 26日 岐阜 
特別支援教育サポート 岐阜大が岐阜市教委と覚書 生徒の作業

実習受け入れ ～教育学部 池谷尚剛 学部長～ 

2月 26日 中日 
岐阜大と市教委が連携 特支校生に職業体験 ～教育学部 池谷

尚剛 学部長～ 

2月 27日 朝日 国歌斉唱問題 岐阜大を支持 日本科学者会議支部 

2月 28日 朝日 
濃姫御殿ここ？ ９００人戦国へ思い 信長居館跡 現地説明会 

～ご当地タレント 大学院生ゆっこさん～ 

2月 28日 朝日 地方創生推進で協定 
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○テレビ・ラジオ 

（平成２８年２月分） 

放送日 番組名 内容 

2月 11日 
ぎふチャン 

「Station!」 18:15～18:53 

「大垣養老高生らへのジビエ料理の指導内容，シカ

肉の栄養学的特徴，生体や獣害について等の取

材に回答」 

応用生物科学部附属野生動物管理学研究センタ

ー 原口句美 学術研究補佐員 

2月 11日 
メーテレ 

「START UP!」 16:48～ 

「大垣養老高生らへのジビエ料理の指導内容，シカ

肉の栄養学的特徴，生体や獣害について等の取

材に回答」 

応用生物科学部附属野生動物管理学研究センタ

ー 原口句美 学術研究補佐員 
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諸  会  議 

◇第５１５回役員会 

 ２月４日（木） 

 （議事） 

１．株式の寄附について 

２．学長特別参与について 

３．教育職員雇用申請について 

４．特任教員雇用事前協議について 

５．特任教員雇用申請について 

 

◇第１０部局長・部長会 

 ２月４日（木） 

   （協議事項） 

１．職員給与規則等の一部改正について 

２．当面の優先課題及び岐阜大学の将来ビジョンの改訂版について 

 

◇第１０回授業編成専門委員会 

 ２月８日（月） 

 （承認事項） 

１．平成２８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 

３．日本語科目及び日本事情に関する科目の充当について 

（協議事項） 

１．全学共通教育における英語運用能力の基準と目標について 

２．平成２８年度新規開講科目について 

 

◇第５回岐阜大学グローカル推進本部会議 

 ２月１０日（水） 

 （議題） 

１．2016年度（平成 28年度）第 2次短期交換留学生（派遣）の募集について 

 

◇第１１回教学委員会 

 ２月１６日（火） 

（審議事項） 

１．学業成績表彰（卒業表彰）者について  

２．大阪医科大学との大学間学術交流協定の締結について  

３．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） 

４．全学共通教育における英語教育の取り組みについて 

 

◇第５１６回役員会 

 ２月１８日（木） 

 （議事） 

  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 

３．特任教員雇用申請について 

４．ポイント外教育職員の配置について 

５．岐阜大学フェロー候補者の推薦について 
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  ◇第１４５回教育研究評議会 

 ２月１８日（木） 

 （協議事項） 

１．大阪医科大学との大学間学術交流協定書（案）について 

２．次期経営協議会外部委員について  

 

◇第５１７回役員会 

 ２月２５日（木） 

 （議事） 

  １．大阪医科大学との大学間学術交流協定書（案）について 

  ２．岐阜大学同窓会連合会会長表彰被表彰者の決定について 

  ３．選択定年制における目標等の裁定について 

  ４．職員給与規則等の一部改正について 

  ５．教育職員雇用申請について 

  ６．特任教員雇用事前協議について 

  ７．平成２７年度教育職員関門評価（案）について 
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月 日 行　　事　　名

2/ 2 研究科委員会（連創）

3 入学試験専門委員会

4 第515回役員会

第10回部局長・部長会

連合創薬医療情報研究科入学試験（第2次）

連合獣医学研究科入学試験（第2次）

5 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）

8 第10回授業編成専門委員会

9 文部科学省「H27総合的な教師力向上のための調査研究事業」岐阜大学シンポジウム

10 連合農学研究科入学試験（第2次）

10 教授会（メディア）

第5回岐阜大学グローカル推進本部会議

看護学科・看護学専攻教授会議（医）

連合農学研究科研究科委員会・代議員会

16 第11回教学委員会

17 教授会・研究科委員会（教）

教授会・研究科委員会（地）

医学研究科・医学科教授会議（医）

教授会・研究科委員会（応）

18 第516回役員会

第145回教育研究評議会

トップマネジメント・セミナー（人材開発部）

19 私費外国人留学生特別入試（地）

22 第7回ジョイントワークショップ（ベトナム）

24 教授会（生命科学・流域圏）

25 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）

第517回役員会

26 前期日程入学試験（医学部医学科）

主要日誌
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