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第６７回創立記念日行事を開催
本学は平成２８年６月１日（水）に創立６７周年を迎えたことから，本学講堂において，
創立記念日行事を開催した。
行事の中，
「学長報告」では，森脇学長から，世界大学ランキング等のデータを元に，本
学の立ち位置の確認があり，本学の強みを一層伸ばし，さらに社会の中で大きな役割を果
たしていく決意が語られた。
また，今年度からの新しいプログラムとして，同窓会連合会会長表彰と，その受賞者に
よる講演が行われた。
今年度は，本学工学部卒業生であり現在は日野自動車株式会社代表取締役社長である市
橋保彦氏及び，本学応用生物科学部（当時は岐阜農林専門学校）卒業生であり岐阜新聞社
名誉会長・岐阜放送代表取締役会長である杉山幹夫氏が表彰された。
このほか，名誉教授称号授与（ １５名），職員表彰（ ４名），学生表彰（ ２０名）
，感
謝状贈呈，愛唱歌合唱が行われた。
なお，記念講演として開催された第４７回岐阜大学フォーラムでは，岐阜県出身の芥川
龍之介賞受賞作家で早稲田大学文学学術院教授である堀江敏幸氏を迎え，
「言葉のあとさき」
をテーマにご講演いただいた。

報告する森脇学長

同窓会連合会会長表彰受賞者による講演
（杉山氏）

岐阜大学フォーラムで講演する堀江氏
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名誉教授称号付与
元 教育学部 教授 川上 紳一

元 教育学部 教授 佐藤 節子

元 医学系研究科 教授 江崎 孝行

元 医学系研究科 教授 惠良 聖一

元 医学系研究科 教授 松岡 敏男

元 医学部 教授 江村 正一

元 医学部 教授 松田 好美

元 工学部 教授 木内 一壽

元 工学部 教授 北出 幸夫

元 工学部 教授 佐藤 健

元 工学部 教授 藤井 文夫

元 工学部 教授 吉田 敏

元 工学部 教授 六郷 惠哲

元 応用生物科学部 教授 丸尾 幸嗣

元 総合情報メディアセンター 教授 森田 政裕

職員表彰
○教育研究活動に著しく貢献した者
工学部 教授 佐々木 実
応用生物科学部 教授 小山 博之
連合創薬医療情報研究科 教授 桑田 一夫
○社会活動に著しく貢献した者
学務部学生支援課 係長 武藤 大造

学生表彰
教育学部 学校教育教員養成課程 ４年 渡邉 南
教育学部 学校教育教員養成課程 ４年 宮島 萌
教育学部 学校教育教員養成課程 ４年 長尾 栞里
教育学部 学校教育教員養成課程 ４年 渡邊 桃子
地域科学部 地域政策学科 ３年 佐藤 菜央
地域科学部 地域政策学科 ３年 衣笠 果歩
医学部 医学科 ５年 長谷川 昌義
医学部 医学科 ５年 古川 穂高
医学部 看護学科 ３年 大橋 愛
工学部 社会基盤工学科 ２年 大久保 雅徳
工学部 機械工学科 ３年 田中 友教
工学部 化学・生命工学科 ３年 浅野 晴香
工学部 化学・生命工学科 ３年 井戸田 美紀
工学部 化学・生命工学科 ３年 大野 友花里
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工学部 電気電子・情報工学科 ３年 浅野 雄哉
工学部 電気電子・情報工学科 ３年 沓名 将太
工学部 電気電子・情報工学科 ３年 伊藤 真奈美
応用生物科学部 応用生命科学課程 ３年 高橋 知里
応用生物科学部 生産環境科学課程 ３年 羽賀 夏子
応用生物科学部 共同獣医学科 ４年 冨山 満里奈

感謝状贈呈
○私財を寄附し，本学の教育研究の発展に寄与した者
髙木 和喜枝 氏
西井 正美 氏
田尻 充洋 氏
亀山 ちぐさ 氏
○本学の教育研究の環境の向上に寄与した者
一般財団法人国際クラブ 理事長 青山 るみ 氏， 青山 英世 氏
中部薬品株式会社 代表取締役社長 山口 眞里

氏

ムトー精工株式会社 代表取締役社長 田中 肇

氏

同窓会連合会会長表彰
日野自動車株式会社代表取締役社長 市橋 保彦（工学部卒業生）
岐阜新聞社名誉会長・岐阜放送代表取締役会長 杉山 幹夫（応用生物科学部（当時は岐阜
農林専門学校）
）
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岐阜大学生チームが「第８回学生金型グランプリ」で優勝
「第８回学生金型グランプリ（（一般社団法人）日本金型工業会主催）」において「プレ
ス金型部門」に出場した本学学生チームが優勝した。また，
「プラスチック金型部門」に出
場した本学学生チームは銀賞を獲得した。
本グランプリは，金型を学ぶ学生達が製作した金型，成形サンプルを展示し，学生自身
が金型製作の設計から金型加工，成形に至る実施内容を説明するもので，今回で８回目の
開催となる。民間企業の社員が自由にブースに立ち寄り，学生達と交流できることから，
ものづくりの現場で課題となっていることを議論する貴重な場になっている。
本学は，一昨年はプラスチック金型部門において，昨年はプレス金型部門において金賞
を受賞しており，両部門併せて今年で３年連続の金賞受賞となった。
５月９日（月）には，今回の成果について，学生チーム及び指導教員による森脇学長へ
の報告会が行われた。
グランプリに出場した学生は，
「先輩方は２年連続で金賞を受賞しており，自分たちもや
ってやろうという気持ちが自然と沸き，チーム一丸となって取り組み，結果が出せた。」と
報告し，森脇学長は，
「素晴らしい成果である。ぜひ後輩へも技術課題を克服した時の喜び
や難題に取り組む姿勢の大切さを伝えてほしい。
」と称えた。

受賞報告の様子

集合写真
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留学生センター

郡上踊りワークショップを開催

本学留学生センターは 5 月 11 日（水）
，柳戸会館１階集会ホールにおいて，郷土芸能の
ひとつであり国重要無形民俗文化財の指定を受けている「郡上踊り」を学ぶワークショッ
プを開催した。当日は，留学生，日本人学生，教職員約 40 人の参加があった。このワーク
ショップは，サマースクール（受入）郡上プログラムや本学との地域連携協定の締結など
の交流実績がある郡上市との交流促進の一環として実施しているもので，今回で 5 回目の
開催となる。
ワークショップが始まる前に，留学生達は，美濃市の国際交流支援グループ「せぴあ会」
の方々に浴衣を着付けてもらい，初めて履く下駄で郡上踊りに挑戦した。
ワークショップには，郡上踊りの本場，郡上市八幡町から遠藤光生氏，熊澤里重氏を講
師として招き，郡上市や郡上踊りの概要についての説明があった後，郡上踊りの中で代表
的な曲の「かわさき」と「春駒」の２曲の踊りの指導があった。
最初は緊張で表情や動きの硬い学生らもすぐに慣れ，楽しそうに曲に合わせて踊る姿が
見られた。

「かわさき」を踊る様子

集合写真
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平成２８年度第２回学長記者会見を実施
５月１８日（水）に，平成２８年度第２回学長記者会見を実施した。
今回の会見では，今年度より第３期中期目標・中期計画期間が開始したことを踏まえ，
まず森脇学長から，今年度４月１日時点の「岐阜大学の将来ビジョン」について，説明を
行った。
続いて，杉戸理事（企画・評価・基金担当）より，岐阜大学の「第３期中期目標・中期
計画」及び「平成２８年度計画」について，説明を行った。
その後，鈴木理事（国際・広報担当）及び福士理事（学術研究・情報担当）より，
「戦略
性が高く，意欲的な目標・計画」として位置づけられている取り組みについて，説明を行
った。

説明する森脇学長

説明する杉戸理事
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森脇学長がベトナムを訪問
5 月 22 日（日）から 25 日（水）に，森脇学長と福井応用生物科学部長らが，ベトナムのハノイ市
及びゲアン省ヴィン市を訪問した。
5 月 22 日（日）から 24 日（火）にかけては，岐阜県の観光や県産品のトップセールスのため，東
南アジアを訪問した古田知事一行に同行し，また森脇学長が会長を務める岐阜・ベトナム友好協会の
交流行事として，ベトナム進出県内企業との懇談会，ゲアン省幹部との面談，ヴィン総合大学，ゲア
ン省共産党外務局，農業農村開発省，文化・スポーツ・観光局，ベトナム投資開発銀行（BIDV）へ
の訪問等を行った。ゲアン省幹部との面談では，ゲアン省共産党のグエン書記長（Mr. Nguyen Dac
Vinh）らと農業分野や人材育成での連携等に関する活発な意見交換を行ったほか，ヴィン総合大学
では，同大との今後の大学間での連携についてディン学長（Prof. Dr. Dinh Xuan Khoa）らと具体的
な協議を行った。
5 月 25 日（水）には，岐阜大学連合農学研究科が部局間学術交流協定を締結しているチュイロイ
大学を訪問し，グエン学長（Prof. Dr. Nguyen Quang Kim）
，グエン副学長（Assoc. Prof. Dr. Nguyen
Canh Thai）
，ファム国際協力部長（Ms. Pham Hong Nga）らへの表敬訪問を行った。グエン学長
と森脇学長はこれまで両大学で実施してきた連携に対する謝意を互いに述べると共に，重点的に実施
している研究活動の紹介を行ったほか，今後さらに両大学間の連携を深めていくことについて協議を
行った。

ゲアン省幹部との面談

ヴィン総合大学訪問

チュイロイ大学訪問

チュイロイ大学訪問
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春のクリーンキャンパスを実施
５月２５日（水）
，清掃活動「春のクリーンキャンパス」を実施した。
本学は，平成２１年に「環境ユニバーシティ」を宣言し，環境に配慮した大学づくりに
継続して取り組んでおり，環境対策活動の一環として，年二回クリーンキャンパスを行っ
ている。
当日は，役員をはじめ教職員や学生合わせて７０８名の参加があり，１時間程度キャン
パス内のごみを拾ったり，除草作業を行ったりした。また，岐阜薬科大学の職員の参加も
あり，ともに清掃活動を行った。
クリーンキャンパスの際には，キャンパス周辺の美化活動として，キャンパス周辺を流
れる新堀川川岸の清掃活動も毎回行われている。各部局から集まった参加者約３０名は，
協力して川岸のごみ拾いにも取り組んだ。

新堀川の清掃活動の様子

キャンパス内の清掃活動を行う学生
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第６回連合農学研究科セミナー（～トビタテ！インターンシップ～）を開催
本学大学院連合農学研究科は５月２５日（水）に，参加者６１名（学生２７名，教職員
２４名，企業１０名）の下，第６回連合農学研究科セミナー～トビタテ！インターンシッ
プ～を開催した。
千家正照研究科長の挨拶のあと，同研究科の授業科目「研究インターンシップ」の成果
報告を６名の学生が行った。全員がIC-GU12加盟大学（※１）等の海外への研修であり，現
地の生活環境や研修先の教員とのコミュニケーションを図りながら研究を進めたこと等，
普段研究室では経験できない貴重な体験を数多く行い，今後の自分の研究にどう役立たせ
るかについて報告を行った。
続いて，同研究科の教育コンソーシアム後援会インダストリー部会（※２）参加企業６
社の代表者から，企業説明及び期待する学生像について，講演があった。聴講者からは，
博士課程の学生の採用をどう考えているか等具体的な質問もあり，活発な議論となった。
最後に，保健管理センター長の山本眞由美教授から，海外派遣中の健康管理について説
明があり，海外での研究インターンシップや国際学会に参加する予定の学生が熱心に耳を
傾けていた。
（※１）岐阜大学の呼びかけで形成された「南部アジア地域における農学系博士教育連
携コンソーシアム」
（※２）高度専門職業人育成を目的として，東海地域の生命科学・バイオテクノロジー
関係の企業７社で組織された部会
〈プログラム〉
１． 研究インターンシップ報告会
（インターンシップ先）
ボゴール農科大学，GGPC（PT Great Giant Pineapple の略称。インドネシア最大規模
のパイナップル農園）
，ランポン大学，インド工科大学，モンゴル国立大学
２．企業紹介及び期待する学生像（インダストリー部会参加企業による講演）
一丸ファルコス株式会社，株式会社岐阜セラツク製造所，株式会社サラダコスモ，株
式会社三祐コンサルタンツ，太陽化学株式会社，ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
株式会社
３．海外派遣中の健康管理
岐阜大学保健管理センター長 山本眞由美 教授
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研究インターンシップ報告をする学生

太陽化学株式会社による企業紹介
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本巣市と連携に関する協定を締結
本学と本巣市は，5 月 27 日（金）に連携に関する協定を締結した。
この協定は，本学と本巣市が，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，活力の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
が地方公共団体と連携協定を締結するのは 16 件目である。
本巣市役所で行われた協定締結式では，藤原勉本巣市長より「岐阜大学とは以前から人
材育成等で支援いただいていたが，今後は幅広い分野で協力いただければと考えている。
連携協定を機会に連携を深め，地域づくりに生かしていきたい。
」と，森脇学長からは「地
域活性化の中核的拠点として，将来地域で役立つような人材を育成することが大事である。
学生の段階から地域にお邪魔し，問題を見つけ解決方法を考え，卒業後に地域に戻って実
際に解決する人材を育てたい。
」と挨拶があった。
今後，本学と本巣市は，移住・定住対策や獣害対策の推進等について取り組むため，協
議を進めていく予定である。

協定書を手にする森脇岐阜大学長（左）と藤原本巣市長
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岐阜大学・FC 岐阜環境連携事業

まい

岐阜う 米 プロジェクト『親子田植え体験・どろんこサッ

カー』を開催
５月２９日（日），「岐阜大学と岐阜フットボールクラブとの環境保全における連携に関
する覚書」に基づき，「親子田植え体験・どろんこサッカー」を，同大応用生物科学部附属
岐阜フィールド科学教育研究センター柳戸農場の水田で行った。
本イベントは，米ができる自然環境をより身近に感じ，環境保全について考えてもらう
まい

ことを目的に，田植えから収穫・販売までを岐阜大学とＦＣ岐阜が協力して行う「岐阜う 米

プロジェクト」の第一弾で，昨年度に引き続き今回で２回目の開催となり，当日は，小学
３～５年生の同大教育学部附属小学校児童とＦＣ岐阜サッカースクール生の合計 28 名が参
加した。
イベントでははじめに，岐阜フィールド科学教育研究センター長の大場伸也教授より，
「雑草の進化と農薬の開発について」の講義があった。大場教授からは，米栽培の歴史に
触れ，農薬の重要性とその使用が水田の環境に与える影響についての分かりやすい説明が
あり，子供たちは古代米や米の苗，雑草を手に取りながら，興味深く聞き入っていた。
その後，保護者とともに田んぼに入った子供たちは，泥の感触に歓声を上げながら，ス
タッフの掛け声に合わせて，丁寧にハツシモ（米）の苗を植えていった。
どろんこサッカーでは，４チームに分かれて試合を行い，子供たちは転んでもお構いな
しに，全身泥だらけになりながら夢中でボールを追いかけていた。
イベントの途中には，田んぼで見つけたカエル，カミキリムシなどを手にする子供や，
農場で収穫したじゃがいもをたき火で焼き，おいしそうにほおばる子供の姿が見られ，体
全体で自然に触れ合うことのできる機会となった。
まい

今後，岐阜う 米 プロジェクトでは，今回植えた苗を１０月にＦＣ岐阜の選手と一緒に収
穫し，岐阜大学の農場で販売する予定となっている。
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大場教授の話に熱心に耳を傾ける参加者

田植えには子供と保護者，総勢 53 名が参加

泥んこになってボールを追いかける子供たち
13

丁寧に米の苗を植える親子
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学位授与
学位の種類

博士（医学）

学位記番号

甲第1026号

氏名

きただ

北田

よしひこ

善彦

授与年月日

博士論文名

Blockade of Sphingosine 1-Phosphate
Receptor 2 Signaling Attenuates HighFat Diet-Induced Adipocyte
Hypertrophy and Systemic Glucose
平成28年5月18日
Intolerance in Mice
（マウスでのS1P2受容体阻害による高脂
肪食負荷時の脂肪細胞肥大化と耐糖能の
改善）
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叙位・叙勲

元本学職員に対し，次のとおり叙位・叙勲があった。
故

名誉教授（元教育学部教授）
宮 川 三 男
従四位 瑞宝中綬章（平成２８年５月２９日）

15

氏

岐阜大学学報 28.6

表彰受賞者
一般社団法人
受 賞

電気学会

優秀技術活動賞 技術報告賞

者：河瀬 順洋 工学部教授

業 績 名：回転機の三次元電磁界解析実用化技術
受 賞

日：平成 28 年 5 月 27 日

環境システム計測制御学会

論文賞

受 賞

者：李 富生 流域圏科学研究センター 教授

業 績

名：膜ろ過高度浄水処理システムに関する研究

受 賞

日：平成 28 年 5 月 30 日
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産官学連携の実施状況
○共同研究
（平成２８年５月契約分）
部局名

研究代表者

企業等名

医学系研究科

藤田 廣志

工学部

朝原

工学部

板谷 義紀

(株)ハイテム

工学部

河瀬 順洋

(株)豊田自動織機

工学部

高橋 紳矢

パナソニック(株)

工学部

武野 明義

エステック(株)

工学部

仲井 朝美

アスモ(株)

工学部

仲井 朝美

中部電力(株)／(株)佐藤鉄工所

工学部

藤原 裕之

東ソー(株)

工学部

古屋 耕平

ヤンマー(株)

応用生物科学部

大場 伸也

(株)ハイテム

応用生物科学部

勝野 那嘉子

誠

メディア(株)
(一財)石油エネルギー技術センター

ココノエフーズ(株)

応用生物科学部

鈴木

徹

応用生物科学部

長岡

利

応用生物科学部

西津 貴久

サントリービール(株)

応用生物科学部

西津 貴久

日本製紙(株)

応用生物科学部

矢部 富雄

(株)秋田屋本店

連合農学研究科

中野 浩平

岐阜県水産研究所

流域圏科学研究センター

李

富生

森永乳業(株)
(株) 秋田屋本店

(株)メイホーエンジニアリング

○受託研究
（平成２８年５月契約分）
部局名

研究代表者

企

業 等 名

医学系研究科

青木 隆明

総務省東海総合通信局

医学系研究科

湊口 信也

国立大学法人 名古屋大学（２件）

医学部附属病院

永野 昭仁

医学部附属病院

村上 啓雄

岐阜県

工学部

沢田 和秀

国土交通省

工学部

高羽

工学部

蜷川 忠三

浩
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（独）労働者健康安全機構 九州労災
病院

大学共同利用法人自然科学研究機構
国立天文台
三菱重工業(株)
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工学部

能島 暢呂

国立大学法人 京都大学

応用生物科学部

嶋津 光鑑

農林水産省

応用生物科学部

杉山

誠

国立大学法人 北海道大学

応用生物科学部

二宮

茂

（公社）日本馬事協会

研究推進・社会連携機構

中川 勝吾
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国立研究開発法人 科学技術振興機
構

岐阜大学学報 28.6

外国人研究者の受け入れ（5月）
氏名
（国名）

受入部局

アーメッド アッティア アーメッド サラム

教育

Ahmed Attia Ahmed Sallam
(エジプト)
モリナ

工学

アドファ

Morina Adfa

(インドネシア)
ムゲッシュ

工学

ゴビンダサミ

Mugesh Govindasamy
(インド)

所属・職名

期間

タンタ大学教育学部 講師
Lecturer of curricula and
teaching methods of science,
Faculty of education, Tanta
University

小学校教諭の自己効力感についての信念の変
2016/5/1～
化と理科の授業における児童の不安
2016/9/30 Changes in elementary teacher's efficacy beliefs
and anxieties during a science methods cource

ベングル大学 助教
Assistant Professor,
University of Bengkulu

2016/5/2～
2016/5/16

インド理科大学院
無機物理化学学部
教授
Professor, Indian Institute
of Science

2016/5/7～
2016/5/28
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研究題目

インドネシアのチャンチン(香椿、学名：Toona
sinensis )の抗シロアリ成分の探索に関する研究
Antifungal activity of Toona sinensis essential
oil against wood rot fungi
有機セレン化合物の生化学および生体医療へ
の応用
Organoselenium Compounds and their
Biological/ Biomedical Applications

岐阜大学学報 28.6

メディア掲載一覧
○新聞

掲載日

（平成２８年５月）

新聞名

5 月 1 日 読売
5 月 2 日 読売
5 月 2 日 岐阜
5 月 2 日 岐阜
5 月 2 日 朝日

内容
一人一人時間かけ調整 ～医学部附属病院耳鼻咽喉科 久世文也 副
科長～
震度７への対策急務 主要活断層 県内 11 か所 ～地震工学 杉戸真
太 副学長～
◎夕閑帳：花粉症には予防が優先 ～岩田弘敏 名誉教授～
「１８歳選挙権」を考える 主権者教育に新聞の役割大 ～教育学部 須
本良夫 教授～
話せない...圧力に抗議 「国歌斉唱なし」大学に抗議
◎みんなで防災・減災 現場で活かせる災害医療教育を ～清流の国

5 月 2 日 岐阜

ぎふ 防災減災センター 小倉真治 教授（岐阜大学副学長・医学部附
属病院長～

5 月 3 日 岐阜
5 月 3 日 中日
5 月 3 日 岐阜
5 月 4 日 岐阜
5 月 7 日 岐阜
5 月 8 日 岐阜
5 月 10 日 岐阜
5 月 10 日 岐阜
5 月 10 日 岐阜
5 月 11 日 岐阜

県内大学生にレッスン会 「遼先生」がゴルフ指導 「心と技」個々に助
言 ～医学部ゴルフ部～
国立大 揺らぐ自主性 「学問の自由」で防衛できず
◎研究室から大学はいま：肝疾患の栄養・運動療法推進 ～医学部附
属病院第一内科 白木 亮 講師～
岐阜城観光，高齢者ため息 "難攻不落"の登山道 エスカレーター設
置案も ～森脇久隆 学長～
地域文化調査 大学生が報告 揖斐川町で聞き書き ～２年 細野愛加
さん～
◎サンデーコラム：「対重力遺伝子」を発見 「メダカ」が「ヒラメ」に ～医
学系研究科 國貞隆弘 教授～
岐阜大のまちづくり研究室 「美殿町ラボ」が完成 ～工学部 出村嘉史
准教授～
岐阜大大学院工学研究科チーム 国際金型大会 V2 ～チーム代表 工
学研究科修士１年 谷藤弘康さん～
◎研究室から大学はいま：水を通して世界を読み解く ～応用生物科学
部生産環境科学課程環境生態科学コース 大西健夫 准教授～
中国の師範大と交流促進 岐阜大学長が教職員と面談 ～森脇久隆
学長～

5 月 12 日 岐阜

◎夕閑帳：糖質制限食の必要性 ～岩田弘敏 名誉教授～

5 月 12 日 岐阜

バットを棹に替えて 長良川鵜飼開幕 新人船頭も船出 ～野球部２年
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小寺健太さん～
5 月 13 日 中日
5 月 13 日 岐阜
5 月 14 日 岐阜

金華山で自然観察 長森南小児童が総合学習 ～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～
中国の大学生 岐阜大で研修 教員養成など学ぶ
◎教えてホームドクター ：統合失調症ってどんな病気？ 長期間続く幻
覚，妄想 ～医学部附属病院 塩入俊樹 教授～

5 月 14 日 岐阜

中国から"先生の卵" 山西師範大 市岐阜商高生と交流

5 月 14 日 中日

愛知４大学で期日前投票 衆院選 学生が受付も

5 月 14 日 中日
5 月 16 日 中日
5 月 16 日 岐阜
5 月 17 日 岐阜
5 月 17 日 岐阜
5 月 18 日 岐阜

岐阜大チーム プレス連覇 学生金型グランプリ ～チーム代表 工学
研究科修士１年 谷藤弘康さん～
第６回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 男子２部２位 ～岐阜大学
職員 佐藤孝英さん～
ドーパミンが便通促進 岐阜大グループ発見 脊髄介して大腸の運動に
作用 ～応用生物科学部 志水泰武 教授～
美濃加茂市で来年全国山羊サミット 岐阜大など除草研究 ～応用生
物科学部 八代田真人 准教授，大学院２年 土井和也さん～
◎研究室から大学はいま：言語と思考の関係性を解明 ～医学部看護
学科基礎看護学講座基礎看護学分野 田島弥生 准教授～
◎夕閑帳：糖質制限にブランパン ～岩田弘敏 名誉教授～
金型 GP 岐大生が栄冠 創成技術研究センターで学んだ学生 「チー

5 月 18 日 朝日

ム一丸 結果出せた」 ～チーム代表工学研究科修士１年 谷藤弘康さ
ん～

5 月 18 日 中日
5 月 19 日 中日
5 月 19 日 岐阜
5 月 20 日 中日
5 月 20 日 岐阜
5 月 21 日 岐阜
5 月 21 日 中日

熊本地震を教訓に 岐阜大教授ら報告 ～工学部 能島暢呂 教授～
人生どちらに転んでも吉 加納高１年生に講演 ～地域科学部 近藤真
庸 教授～
岐阜大，今秋にセンター設置 生命科学研究拠点に
地域防災のリーダーに 岐阜大「未来塾」に１期生９人 ～清流の国ぎ
ふ 防災減災センター～
ぎふ防災センター，未来塾入塾式 育て減災地域リーダー ９人，スキ
ル向上へ決意 ～清流の国ぎふ 防災減災センター～
岐阜大生ら 20 人 民進議員に意見 岐阜市で座談会
地域の要「防災士」人ごとじゃない 県内の資格取得 東日本大震災当
時の５倍に ～工学部 能島暢呂 教授～

5 月 22 日 中日

若者が議員と政治談議 活発な質問や意見 ～４年 安田悠希さん～

5 月 22 日 中日

「くすっぴー体操」高齢者版完成 地域の絆と健康を ～教育学部 春日
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晃章 教授～
5 月 22 日 岐阜

高齢者と児童 体操通し交流 則武長寿会福祉大会 ～教育学部 春
日晃章 教授～

5 月 23 日 岐阜

期日前投票所 ３大学で開設 全 42 市町村調査「共通投票所」は見送り

5 月 24 日 岐阜

◎夕閑帳：９カ月児からの笑み ～岩田弘敏 名誉教授～

5 月 24 日 岐阜
5 月 24 日 中日
5 月 24 日 中日
5 月 24 日 岐阜
5 月 24 日 岐阜
5 月 25 日 岐阜
5 月 25 日 中日
5 月 25 日 岐阜
5 月 26 日 岐阜
5 月 26 日 中日
5 月 26 日 中日
5 月 26 日 岐阜
5 月 27 日 岐阜
5 月 27 日 岐阜
5 月 27 日 岐阜
5 月 27 日 岐阜

ベトナム進出，現状確認 知事，県内各社と現地懇談 ～森脇久隆 学
長～
県内大学生と政治談議 自民の国会議員や県議
光る絵 お姉さんから指導 岐阜大で図工授業 ～教育学部 辻 泰秀
教授～
県内の大学生ら 自民議員に質問 県連青年局が交流会 ～４年 丸
山純平さん～
◎研究室から大学はいま：歯髄細胞の有効活用考える ～医学部附属
病院歯科口腔外科 畠山大二郎 講師～
学生に子宮頸がん解説 本社女子 net 医師，検診の必要性講演 ～
医学部附属病院成育医療・女性科 牧野 弘 臨床講師～
アプリの開発を競う 大垣でスパジャム東海予選
ゲアン省と交流促進 ベトナム訪問 知事が幹部と面談 ～森脇久隆
学長～
元素研究で国際会議 「セレン・テルル」21 か国 230 人集う ～工学部
村井利昭 教授～
岐阜大 県内企業の協力募る 学生に社長さんの講義，実習を ～工
学部機械工学科～
突き固め 立派に水防 岐阜大生 豪雨に備え工法実習 ～工学部社
会基盤工学科の学生～
岐阜大ラグビー部監督 松岡教授の退官祝う ～医学系研究科 松岡
敏男 教授～
日本肝臓学会が肝がん対策講演 ～医学系研究科 高井光治 特任准
教授～
岐阜大生に「水防の心得」 岐阜市の長良川河川敷 土のう積を講習
～工学部社会基盤工学科の学生～
農業の心構え熱弁 農業大学校が語る会 ～応用生物科学部 前澤重
禮 教授～
東海の若手市議らと交流 学生が地方議員に政策案 公共交通テーマ
に議論 ～教育学部 田中 伸 准教授～
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5 月 28 日 岐阜

◎ゆっコラム：輝く人に会いにいくよ

5 月 28 日 読売

「若者，投票行こう」岐阜大で対話集会 ～4 年 中野雄太さん～

5 月 28 日 岐阜

政治参加，若者が知恵 岐阜大生や市民が意見交換 「政治家と対話
カフェを」
若者の政治意識高める「名案」は 白票に理由記入欄，子どもと議員の

5 月 28 日 中日

交流会 岐阜大生と岐阜市職員が議論 ～教育学部 田中 伸 准教
授～

5 月 28 日 中日
5 月 28 日 岐阜

活性化や人材育成 岐阜大と協定結ぶ 本巣市 ～森脇久隆 学長～
「地域のため」協定でスクラム 本巣市と岐阜大 定住策推進や人材育
成 ～森脇久隆 学長～
◎みんなで防災・減災 身近にある堤防 住民の理解必要 ～工学部社

5 月 29 日 岐阜

会基盤工学科・清流の国ぎふ 防災・減災センター（災害技術開発部門
担当） 神谷浩二 准教授～

5 月 29 日 中日
5 月 30 日 中日

若手地方議員と身近な問題議論 岐阜大生が交流会 ～２年 中村亘
輝さん～
ビニール傘の花咲いたよ！ 子ども 35 人 花柄や動物の絵を描く ～教
育学部 辻 泰秀 教授～

5 月 31 日 中日

児童ら田植えやサッカー 岐阜大，FC 岐阜体験会を共催

5 月 31 日 毎日

親子連れ 60 人田植え どろんこサッカーも体験 岐阜大農場

5 月 31 日 中日
5 月 31 日 岐阜
5 月 31 日 岐阜
5 月 31 日 朝日

人権 正しく理解を 元岐阜大教授藤田さん講演 ～岐阜大学元教授，
県人権懇話会会長 藤田敬一さん～
◎研究室から大学はいま：放射線科，３本柱で診療担う ～医学系研究
科腫瘍制御学講座放射線医学分野 松尾政之 教授～
人生，チャレンジ続ける 恩田 FC 岐阜前社長，岐阜大で講演 新会社
事業へ意欲 ～工学部 髙木朗義 教授～
「好きと言える地域」語る 恩田・FC 岐阜前社長，岐阜大で ～工学部
髙木朗義 教授～

○テレビ・ラジオ・雑誌等放送情報

放送日
5 月発行

5月9日

番組名
旺文社 「蛍雪時代」
2016.6 月号
FM わっち 「岐阜大学から
こんにちは」 12:41～13:00

（平成２８年５月）

内容
[北陸・東海]キャンパス News の中で，国公立大：岐阜
大学『大学の地下水を使用したお茶「やさ茶」の販売
をスタート』として紹介
教育学部 山田敏弘 教授
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5 月 17 日

NHK 岐阜 「ほっとイブニン

「キャンパスなう」のコーナーで，邦楽部のみなさんを

グぎふ」 18:30～18:55

紹介
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◇ 第２回授業編成専門委員会
５月２日（月）
（審議事項）
１．授業編成専門委員会委員長代理について
２．平成２８年度非常勤講師採用計画の一部変更について
３．平成２８年度前学期特別聴講学生等の履修について
４．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
５．日本語科目及び日本事情に関する科目の充当について
６．平成２８年度後学期授業時間割（案）について
◇第１回岐阜大学グローカル推進本部会議
５月１１日（水）
（審議事項）
なし
◇第５２７回 役員会
５月１２日（木）
（議事）
１．業務達成基準適用事業に係る達成度等について
２．平成２８年度岐阜大学内部監査基本計画について
３．教育職員雇用事前協議について
４．特任教員雇用事前協議について
５．ポイント外教育職員の配置について
６．懲戒処分事案について

◇ 第２回教学委員会
５月１７日（火）
（審議事項）
１．学生表彰について
２．国立大学法人岐阜大学と名城大学との間における大学間相互単位互換に関する協定書につ
いて
３．平成２８年度授業料免除に係る留年者等審査部会の委員の選出について
４．平成２８年度日本学生支援機構大学院奨学生第一種及び奨学生第二種在学採用の推薦
について
◇第５２８回 役員会
５月１９日（木）
（議事）
１．本巣市との包括連携協定の締結について
２．職員の功労者表彰について
３．学外者に対する感謝状の贈呈について
４．教育職員雇用事前協議について
５．教育職員雇用申請について
６．特任教員雇用申請について
７．岐阜大学フェロー候補者の推薦について
25
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◇第１４８回 教育研究評議会
５月１９日（木）
（審議事項）
１．現職派遣教員学生への支援について
２．国立大学法人岐阜大学と名城大学との間における大学間相互単位互換に関する協定書に
ついて
３．岐阜大学の憲章及び基本戦略改定等について
４．研究業績説明書について

◇第５２９回 役員会
５月１９日（木）
（議事）
１．現職派遣教員学生への支援について
２．国立大学法人岐阜大学と名城大学との間における大学間相互単位互換
に関する協定書について

◇第２回入学試験専門委員会
５月２５日（水）
（審議事項）
１．地域科学部一般入試等入学者選抜基準の一部改正（案）について
２．医学部医学科推薦入学Ⅱ特別入試選抜基準の一部改正（案）について
３．工学部推薦入学Ⅱ特別入試等選抜基準の一部改正（案）について
４．応用生物科学部推薦入学Ⅰ特別入試等選抜基準の一部改正（案）について
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主要日誌
月 日
5/

行

事

2 第2回授業編成専門委員会
11 第1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）
教授会・代議員会（工）
12 第527回役員会

第2回部局長・部長会
13 代議委員会（連農）
17 第2回教学委員会

研究科委員会（連創）
18 教授会・研究科委員会（教・地・応）
医学研究科・医学科教授会議（医）
教授会（メディア）
19 第528回役員会
第148回教育研究評議会
第529回役員会
20 代議員会（連獣）
25 教授会（流域・生命）
第2回入学試験専門委員会
6/

1 創立記念日行事
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