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教育学部附属小学校教諭の受賞（文部科学大臣表彰，ヤガミ賞（全小理開発教材コンテス

ト））における学長報告 
 

 本学教育学部附属小学校の長屋 千穂教諭が，平成２８年度文部科学大臣表彰「学校給食

表彰」の「学校給食功労者」個人表彰者（※１）に選ばれた。 
また，同附属小学校の藤原 玄宜教諭が，第３回全小理開発教材コンテスト（主催：全国

小学校理科研究協議会）でヤガミ賞（※２）を受賞した。 
 
このことについて、１２月２日（金）に森脇学長への報告会を開催した。 
 
報告会では、長屋教諭より「毎日の給食を通じて、子供たちの健康づくりに一層貢献し

ていきたい」と、藤原教諭より「実験を通して、科学の面白さを伝えられるように引き続

き努めたい」と受賞の喜びと共に抱負が語られた。 
森脇学長からは「共に大変名誉ある受賞であり、日頃の努力の賜物であると思う。引き

続きの活躍を期待します。」と称賛と激励のメッセージがあった。 
 

 
（※１）文部科学省において，学校給食の普及と充実を図ることを目的として，その実施

に関して優秀な成績をあげた学校及び共同調理場を「学校給食優良学校等」として，個人

及び団体を「学校給食功労者」として，表彰しているもの。 
（※２）全国から理科教育に関する開発教材を一堂に集めて共に啓発し合い，地域の壁を

乗り越えて，全国の理科教員の関係性を深めることを目的として開催されているもので，

藤原教諭は「熱伝導と対流のあたたまり方の違いがなぜ起きるのか考えることのできる教

材」でヤガミ賞を受賞した。 

 
和やかな雰囲気で報告会が行われた 
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集合写真（前列右から、森脇学長、長屋教諭、藤原教諭、江馬理事） 
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岐阜大学・ＦＣ岐阜 環境連携事業 岐阜う 米
ま い

プロジェクト 2016 

ＦＣ岐阜選手へ「岐阜う 米
ま い

」を贈呈 

 

本学は１２月５日（月）に，「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，岐阜う 米
ま い

プロジェクト 2016にて協力して育てた『岐阜う 米
ま い

』50kgを，ＦＣ岐阜の選

手に贈呈した。 

「岐阜う 米
ま い

プロジェクト」とは，お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

もらうことを目的に，田植えから収穫・販売までを，同大とＦＣ岐阜とが協力して行っている事業。 

本プロジェクトは，第１弾「親子田植え体験＆どろんこサッカー」で小学生が田植えをし，第２弾「稲

刈り＆稲架
は さ

掛け」でＦＣ岐阜の青木翼選手，鈴木ブルーノ選手と本学学生が稲刈りをした。贈ったお米

は，岐阜県特産の品種「ハツシモ」で，学内で苗の生産から袋詰めまで全てを行ったオリジナルの『岐

阜う 米
ま い

』。 

 

この日は，応用生物科学部の学生４名と本学職員がＦＣ岐阜の練習場を訪ね，稲刈りに参加した青木

選手に本学職員よりハツシモの特徴について説明をしたのち，学生から来期への激励を込めてお米が贈

られた。 

 

青木選手は「稲刈りに参加することで，米を作る苦労が分かりました。米はパワーの源なのでおいし

くいただきたいです。来期は監督も変わり，新しいチームが見せられると思います。」と意気込みを語り，

学生は「ハツシモという岐阜の伝統的なお米ですし，稲刈りに携わっていただけたので，よりおいしく

食べていただけると思います。」と笑顔で話した。 

 

その後，練習に参加した選手一人ひとりと，練習場を訪れたＦＣ岐阜の宮田博之社長に，学生から『岐

阜う 米
ま い

』が手渡された。 

 

 今回２年目となる「岐阜う 米
ま い

プロジェクト 2016」では，多くの方が笑顔で自然と触れ合う姿が見られ，

「米」を通じて環境について考えるとともに，同大とＦＣ岐阜の連携による環境事業を知ってもらう良

い機会となった。 
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『岐阜う米』を受け取る青木翼選手 

選手一人ひとりに渡された 『岐阜う米』を受け取り 

笑顔のＦＣ岐阜宮田社長 

 

 

記念撮影 
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金融機関との連携事業「エコ活動啓発ポスター表彰式」を実施 

 

本学は株式会社十六銀行と「岐阜大学と十六銀行との環境保全における連携に関する覚書」を締結し

ており，その連携活動の一環として，環境問題に対する意識の啓発を目的に，「エコ活動啓発ポスター」

のデザインを本学教育学部附属小・中学校の児童・生徒に募集した。 
ポスターの募集企画は６回目となり，今回も多数の応募があり，厳正な審査の結果，金賞３作品，銀

賞３作品及び銅賞８作品が決定され，１２月６日（火），同大学長室にて表彰式が行われた。 

 

 式には，十六銀行の後藤経営管理部部長，安田総務グループ調査役，本学の森脇学長，横山総務・財

務担当理事，須本附属小・中学校校長，熊崎附属小学校副校長，伏屋附属中学校副校長，青木施設環境

部部長が出席し，受賞した児童・生徒一人ひとりに森脇学長より表彰状が，後藤経営管理部部長より副

賞が手渡された。 
受賞者に対し，森脇学長からは「今回の作品に込めた思いを普段の活動でも心がけ，まわりの方にも

エコ活動を広めてほしい」と，後藤部長からは「エコに対する熱い思いをひしひしと感じた。その思い

を大事にしてほしい」と言葉がかけられた。また，須本附属小・中学校校長は，「引き続き環境について

考える機会を学校で設けていきたい」と述べた。 
 
受賞作品は，これまで同大の図書館に展示され，今後は，附属小・中学校校内に展示する予定。 

受賞した児童・生徒との記念撮影 森脇学長より表彰状を受け取る受賞者 
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金賞受賞作品 

 

 
 

小学校高学年部門 
「捨てればゴミ 分ければ宝」 

中学校部門 
「歩いて緑を守ろう」 

小学校低学年部門 
「みらいへつなぐ エコのすな」 
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全学部合同防災訓練を実施 
 
１２月７日（水），本学柳戸キャンパスにおいて，大学と学生が共同で計画した「全学部合同防災訓練」

が実施された。 
 
 この訓練は３部構成となっており，第１部は，学生・教職員全員参加で「避難訓練」が行われた。今

回は屋外に災害対策本部を設置し，各部局から学生及び教職員の避難状況を確認するとともに，安否確

認システムを活用して安否状況を把握した。 
  
第２部では「体験訓練」として，本学の講義室や消防署の訓練車等を利用したスモーク体験訓練，緩

降機を使用した訓練，起震車体験訓練が行われた。自由参加のパートであったが，学生及び教職員の多

数の参加があった。 
 
 第３部では「防災に係る講演会」として，同大講堂にて，熊本大学教授・減災型社会システム実践研

究教育センター長の松田 泰治 氏及び熊本大学運営基盤管理部総務課長の赤岩 寛之 氏を講師にむかえ、

講演会が行われた。 
松田教授からは「平成 28 年熊本地震による地震被害と課題」と題し，平成 28 年熊本地震による被害

に関する説明や、熊本で行われた様々な取り組みについて紹介があった。 
赤岩課長からは「熊本地震における熊本大学の被害・対応と課題」と題し，平成 28 年熊本地震の発生

直後から大学としてどんな対応をとったのか，フィードバックも含めて具体的な説明があった。 
 
いざという時，何が必要なのか，そのために今何ができるのか，大学全体で，様々な体験や講演から

考えることのできる非常に有意義な機会となった。 
 

  

       全員参加での避難訓練           災害対策本部の様子 
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起震車で震度７を体験する参加者       緩降機を使用して３階から避難する様子 

  

スモーク体験訓練              講演する松田教授 

  

講演する赤岩課長           学生からも積極的な質問があった 
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ISO 14001（環境マネジメントシステムの国際規格）:2015版の認証を取得 

 

本学は，外部審査機関による環境マネジメントシステムの国際規格 ISO 14001 の維持審査，ならびに

2015年 9月に改正された ISO 14001:2015規格への移行審査を 10月 12日・13日に受審し，平成 28年 12

月 9日付けで認証を受けた。また，それに伴い新しい審査登録証が発行された。 

 

審査において，森脇学長は「大学は『人が育つ場所』であることが第一。学生への環境教育を推進し，

社会で活躍出来る人材育成をしたい。これからも，『学び，究め，貢献する』国立大学であることを強

調しつつ，さらに大学のプレゼンス（存在感）を向上させていきたい。」と話した。 

審査員からは，環境マネジメントシステムが継続的に改善され，学生や企業等の協力を得て，教職員

全員により運用されていることが高く評価された。 

 

今後も，全学で環境マネジメントシステムのさらなる継続的改善に取り組み，「環境ユニバーシティ」

として，環境パフォーマンスの向上や環境教育・研究の充実を実行していく。 

 

 

審査登録証と附属書 
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「岐阜県若者の選挙意識を高める会（本学学生有志団体）」及び本学が岐阜県選挙管理委員

会から表彰 
 

 岐阜県若者の選挙意識を高める会(本学学生有志団体) 及び本学が，岐阜県選挙管理委員

会より「第 24 回参議院議員通常選挙岐阜県選挙管理委員会表彰」を受けた。 
これは，平成 28 年 7 月の参議院議員通常選挙の啓発にあたり，明るい選挙に努めた功績

が顕著であったとして，11 月 30 日（水）に岐阜県選挙管理委員会による表彰を受けたもの。 
当該選挙において，岐阜県若者の選挙意識を高める会は，大学構内で学生へ選挙参加を

呼びかける等の啓発活動を行い，本学は期日前投票所の設置に協力した。 
このことについて，12 月 13 日（火）に，森脇学長への報告会を行った。 
 
報告会では，代表の学生から，これまでに行ってきた選挙啓発活動について説明があり，

「今後も引き続き精力的な活動を行いたい。まずは来年１月に行われる岐阜県知事選に向

けて様々な活動を展開している」と報告があった。 
森脇学長からは「選挙参加は私たち国民の大切な権利。他大学の団体との交流も視野に，

ますますの活躍を期待したい」と激励の言葉があった。 
 
 
 

報告会の様子 

集合写真 

岐阜大学学報　29.1

10



平成２８年度第８回学長記者会見を実施 
 

 １２月２１日（水）に，平成２８年度第８回学長記者会見を実施した。 
 
 今回の会見では，森脇学長から，１０月に設置した本学「炭素繊維リサイクル研究セン

ター」について，「岐阜大学の将来ビジョン」と関連させて説明を行った。 
 その後，同センターの詳細について，同センターの守富センター長から説明を行った。 
 
鉄よりも軽量かつ高強度の複合材料「炭素繊維強化プラスチック（CFRP）」は，航空機

や自動車の素材として注目を集めており、本学は，10 月 1 日より同センターをプロジェク

ト研究センターとして立ち上げた。 
炭素繊維のリサイクル材を中心として研究する同センターは、全国的にも珍しい組織。 
今後、航空機業界から得られる廃 CFRP をリサイクルし，自動車業界で部品等に利用で

きるサイクルを構成する中核として，重要な役割を果たしていく。 
 

             

   
森脇学長による説明 守富センター長による説明 
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学位の種類 学位記番号 氏名 授与年月日 学位論文名

博士(医科学） 連創博甲第 35 号
コビル　アウロンゴゼブ

Kabir Aurangazeb
平成28年12月28日

Effects of ligand binding on the stability of
aldo-keto reductases (AKR安定性に対する
リガンド結合効果)

博士（医学） 甲第1031号 田上
タノウエ　　ヒロノリ

　裕記 平成28年12月21日

Effects of a dynamic chair on pelvic mobility,
fatigue, and work efficiency during work
performed while sitting: a comparison of
dynamic sitting and static sitting（座位作業
における動的椅子が骨盤の可動性および疲
労、作業効率に及ぼす影響：動的座位と静
的座位の比較）

博士（医学） 甲第1032号 八幡　和憲
ヤワタ　カズノリ

平成28年12月21日

The Significant Role of Cyclin D1 in the
Synergistic Growth-inhibitory Effect of
Combined Therapy of Vandetanib with 5-
Fluorouracil for Gastric Cancer（胃癌に対す
るVandetanibと5-FUの相乗効果における
Cyclin D1の重要性）

学位授与
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表彰受賞者 

 

ViEW2016 ビジョン技術の実利用ワークショップ 優秀論文賞 

 

受 賞 者：加藤 邦人 工学部准教授 

業 績 名：「画像応用技術専門委員会 小田原賞」 

      近赤外物質判別法における最適波長選択と実環境下への応用 

受 賞 日：平成 28 年 12 月 9日 

 

 

第 21回資源循環型ものづくりシンポジウム IMS2016 優秀研究賞 

 

受 賞 者：守富 寛 工学部教授 

業 績 名：二段階熱処理法によるリサイクル炭素繊維と再 CFRPの強度特性 

受 賞 日：平成 28 年 12 月 14 日 
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受入部局
氏名

（国名）
所属・職名 期間 研究題目

工学
Gyebi, Ampoma Gideon
 ジェビ　　アンポーマ　　　ギデオン

(ナイジェリア)

イロリン大学　講師
Assistant Lecturer,
University of Ilorin

2016/12/8～
2017/6/8

ナイジェリアの薬用植物から単離した植物化学
的研究

Phytochemical study from Nigeria medicinal
plants

工学
Saeid Vafaei
セイド　　バファエイ

(イギリス)

ブラッドリー大学　機械工学
科　助教

Assistant Professor,
Department of Mechanical

Engineering, Bradley
University

2016/12/15
～2017/1/13

メゾスコピック太陽電池に関する研究
Development of mesoscopic solar cells

工学
Ariadi Hazmi
アリアディ　　ハズミ

(インドネシア)

アンダラス大学　准教授
Associate Professor,
Andalas University

2016/12/18
～

2016/12/31

LF帯とVHF帯の両方を利用した雷放電路3次元
標定システムの開発

Development  of LF and VHF lightning location
system

外国人研究者の受け入れ（12月）

岐阜大学学報　29.1

14



 

産官学連携の実施状況 

○共同研究 

      （平成２８年１２月契約分） 

部局名 研究代表者 企業等名 

工学部 加藤 邦人 岐阜県情報技術研究所 

工学部 小林 信介 大日本コンサルタント(株) 

応用生物科学部 島田 昌也 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株) 

応用生物科学部 中川 智行 岐阜県産業技術センター 

流域圏科学研究 
センター 

久世 益充 (株)葵エンジニアリング 

次世代金型技術 
研究センター 

吉田 佳典 日立金属(株) 

 

 

○受託研究 

 （平成２８年１２月契約分） 

部局名 研究代表者 企 業 等 名 

医学系研究科 森重 健一郎 東京大学 

医学系研究科 森田 啓之 筑波大学 

医学部附属病院 清島 眞理子 (株)アールピーエム 

医学部附属病院 鶴見  寿 メビックス（株） 
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メディア掲載一覧 
○新聞       （平成２８年１２月分） 

掲載日 新聞名 内容 

12 月 1 日 中日  
◎この人：中国人の教職大学生 林 雪さん ～教職大学院 林 雪

さん～ 

12 月 1 日 岐阜  ◎スマイル ～医学部附属病院 山田友奈美さん～ 

12 月 1 日 岐阜  
産学連携推進 岐阜大と協定 日本公庫岐阜支店 ～研究推進・社

会連携機構 福士秀人 機構長～ 

12 月 1 日 岐阜  ◎素描：砂防えん堤の役割 ～木村正信 名誉教授～ 

12 月 2 日 岐阜  ◎スマイル ～医学部附属病院 廣瀬早紀子さん～ 

12 月 2 日 中日  
岐阜大病院講師 大腸がんの講演 あす岐阜でセミナー ～医学部

附属病院消化器外科 高橋孝夫 講師～ 

12 月 2 日 岐阜  千畝氏精神共有で連携 岐阜大と八百津町が協定 

12 月 3 日 岐阜  
生斬新な映像と演劇との関わり 文学界 12 月号でゴダール論 ～教

育学部 矢橋 透 教授～ 

12 月 3 日 岐阜  ◎スマイル ～医学部附属病院 關谷久美子さん～ 

12 月 3 日 中日  
生かせ！ドローンの技術 高いところで力発揮 橋の点検を披露 岐

阜大が見学会 

12 月 4 日 岐阜  
大災害，地域力で備え 岐阜市で防災フォーラム ～工学部 髙木朗

義 教授～ 

12 月 4 日 岐阜  
◎備えて命を守るプロジェクト：飛騨地域の地震に備え 高山市でシ

ンポ 災害時の行動など学ぶ ～工学部 能島暢呂 教授～ 

12 月 4 日 岐阜  
◎サンデーコラム：体力・運動能力の二極化 幼児期の外遊びが鍵 

～教育学部 春日晃章 教授～ 

12 月 4 日 岐阜  

地域防災，未来へつなぐ 意識向上へ行政と大学が連携 レベルに

合った育成プログラムを ～清流の国ぎふ 防災・減災センター セン

ター長 杉戸真太 副学長～ 

12 月 4 日 岐阜  
教育に「国の支出を」 日本学術会議 大西会長が講演 ～応用生物

科学部 小山博之 教授，工学部 安藤香織 教授～ 

12 月 4 日 岐阜  
冬の輝き，患者に笑顔 岐阜大病院でイルミ点灯 ～医学部附属病

院～ 

12 月 5 日 岐阜  

岐阜大付属小教諭が喜び 長屋さん学校給食で大臣表彰 藤原さん

開発教材で全国入賞 ～教育学部附属小学校 長屋千穂 栄養教

諭，藤原玄宜 教諭～ 

12 月 5 日 中日  ◎夕閑帳：高齢心不全への対応 ～岩田弘敏 名誉教授～ 
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12 月 5 日 中日  東海学生駅伝 女子は岐阜大が４位 

12 月 5 日 中日  留学生に地元企業を 岐阜大，十六銀がフォーラム 

12 月 5 日 岐阜  ◎スマイル ～医学部附属病院 船渡三結さん～ 

12 月 5 日 岐阜  
県読書感想文「てのひら文庫賞」 児童 30 人，10 校表彰 ～教育学

部附属小学校１年 桝井天満さん～ 

12 月 6 日 中日  
命の連鎖 わな猟で体感 岐阜大地域科学部のゼミ 野生動物食べ

共生学ぶ ～地域科学部 山口未花子 助教～ 

12 月 6 日 中日  

学校給食功労での表彰 自作の理科教材で入賞 長屋さん，藤原さ

ん報告 ～教育学部附属小学校 長屋千穂 栄養教諭，藤原玄宜 

教諭～ 

12 月 6 日 岐阜  
光の反射で人や植物判別 運転支援 精度アップ 異物混入検査に

も技術応用 ～工学部 加藤邦人 准教授～ 

12 月 6 日 岐阜  
◎研究室から大学はいま：骨などの腫瘍 専門医が診療 ～医学部

附属病院整形外科 永野昭仁 講師～ 

12 月 6 日 中日  
生活密着，環境の課題考えるフェア 岐阜・メディコス ～工学部 大

谷具幸 教授～ 

12 月 6 日 中日  
岐阜う米で J1 昇格を 岐阜大 FC 岐阜に 50 キロ贈る ～４年 小原 

梓さん～ 

12 月 7 日 中日  生涯学習の成果発表 岐阜できょうまで 展示も 

12 月 7 日 中日  エネルギー研究やまちづくりで協定 岐阜大と八百津町 

12 月 7 日 中日  エコポスター表彰式 

12 月 7 日 岐阜  ポスターでエコ啓発 岐阜大 十六銀 付属小中校の 14 人表彰 

12 月 8 日 岐阜  ◎素描：谷の出口の安定化 ～木村正信 名誉教授～ 

12 月 8 日 中日  

祖母と孫 いっしょに絵画 「似た作風だが表現の違い見て」 ～学芸

学部（現教育学部）美術工芸科卒 萩原文美子さん，教育学部４年 

萩原舞子さん～ 

12 月 8 日 中日  
患者らの心潤う ミニリースつくり 岐阜大病院 ～医学部附属病院

～ 

12 月 9 日 岐阜  学生が笑いのバトル 人気落語家も出演 ～落語研究会～ 

12 月 9 日 中日  
憧れの源氏物語のよう 岐阜大留学生が十二単体験 ～タイからの

留学生 シリワット・コッチャ・コンさん～ 

12 月 9 日 朝日  
大学の軍事研究 是非問う 岐阜大でも「投票」 きょう２回目 「問題

に関心を」 ～応用生物科学部 椎名貴彦 准教授～ 

12 月 9 日 岐阜  
十二単「美しい」 岐阜大 留学生ら着付け体験 ～タイからの留学

生 シリワット・コッチャ・コンさん～ 
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12 月 10 日 中日  
女王蜂が巣の争奪戦 勝敗未定 進化の途上 ～応用生物科学部 

土田浩治 教授～ 

12 月 10 日 岐阜  
大学の軍事関連研究 岐阜大学内でシール投票 「反対」40%「賛成」

25% 

12 月 10 日 岐阜  
防災力向上へ 18 日にシンポ 県や大垣市 ～工学部 髙木朗義 

教授～ 

12 月 10 日 日本経済 
路面や人近赤外光で判別 岐阜大，カメラ使い瞬時処理 ～工学部 

加藤邦人 准教授～ 

12 月 11 日 岐阜  

県内７大学の学生が公開座談会「スポーツ王国ぎふを目指して―学

生アスリートたちが熱血トーク」 ～工学部化学・生命工学科２年 ア

メリカンフットボール部マネジャー 鷲見美咲さん～ 

12 月 12 日 岐阜  ◎夕閑帳：「岐阜芸妓をどり」に魅了 ～岩田弘敏 名誉教授～ 

12 月 13 日 岐阜  
◎研究室から大学はいま：社会変化に対応した教育を ～教育学部

数学教育講座 河﨑哲嗣 准教授～ 

12 月 14 日 岐阜  
古里の自然美を美濃和紙に描く 岐阜市で画家家田さん個展 ～画

家 家田陽介さん（教育学部美術工芸学科卒）～ 

12 月 14 日 岐阜  
至福の一服 和のたしなみ 留学生が伊奈波で茶道体験 作法学

び，奥深さ知る ～岐阜大学留学生～ 

12 月 14 日 毎日  
選挙意識啓発で表彰 県選管 岐阜大と「高める会」 ～４年 小栗

優貴さん，３年 笹俣友杜さん～ 

12 月 14 日 岐阜  
若者投票啓発に貢献 県選管 岐阜大有志表彰 ～３年 笹俣友杜

さん～ 

12 月 15 日 岐阜  
高校生，県活性化に知恵 スーパーハイスクール７校集い討論，提

案 ～加藤直樹 教授～ 

12 月 15 日 岐阜  ◎素描：流路工と庭園砂防 ～木村正信 名誉教授～ 

12 月 16 日 中日  
◎新聞カフェ：政治への意識 変えなきゃ 国政に民意どう反映＠岐

阜大 ～教育学部 田中 伸 准教授～ 

12 月 16 日 中日  
自習や交流ができる場に 柳ケ瀬活性化案の発表会 ～工学部社会

基盤工学科 出村嘉史 准教授，２年生ら３６人～ 

12 月 16 日 岐阜  

岐阜大生が"柳ケ瀬改革" 石畳広場や路地にトンネル 景観デザイ

ン案発表会 ～工学部社会基盤工学科 出村嘉史 准教授，２年生

ら３６人～ 

12 月 16 日 中日  
クリスマスソング 岐阜大生７曲演奏 日赤病院 ～医学生らでつくる

「室内合奏団」～ 

12 月 17 日 読売  
地元就職は「魅力的」 学生に働き方事例集 県内企業に限定 岐阜

大で説明会 
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12 月 17 日 岐阜  
岐阜大生グループ表彰 今夏参院選の選挙啓発で功績 ～４年 小

栗優貴さん，３年 笹俣友杜さんら～ 

12 月 18 日 中日  
人が変わる瞬間 見て 「裏では皆，地道な努力」 ～１年 西村風哉

さん～ 

12 月 18 日 中日  
飛騨牛を身近に 肥育農家体験提案 岐阜大生ら勉強会 ～応用生

物科学部の学生ら～ 

12 月 18 日 読売  
学生が飛騨牛振興策 JA 関係者に提案 ツイッターで発信／感想を

拡散 ～応用生物科学部の学生ら～ 

12 月 18 日 朝日  
先端人：超分子化学 自ら考え治療する分子 ～工学部 池田 将 

准教授～ 

12 月 19 日 岐阜  ◎夕閑帳：「膵臓がん４割，既に転移」 ～岩田弘敏 名誉教授～ 

12 月 19 日 岐阜  
災害に備え住民連携 大垣市で地域防災シンポ ～工学部 髙木朗

義 教授～ 

12 月 19 日 中日  
岐阜大管弦楽団 優雅な音色響く 瑞穂で定演 ～岐阜大学管弦楽

団～ 

12 月 19 日 岐阜  
岐阜大付属小・中で教育セミナー 「実践的学び」公開授業 全国か

ら 210 人が参観 

12 月 19 日 岐阜  
岐阜大生らインターン報告 「海外戦略も学べた」 地元企業さすが 

～工学部２年 河村佳宏さん～ 

12 月 20 日 岐阜  
◎研究室から大学はいま：快適な妊娠育児を目指して ～医学部看

護学科母子看護学講座 新川治子 准教授～ 

12 月 21 日 読売  
女性活躍へ県に推進会議 職場環境改善へ話し合い ～林 正子 

副学長～ 

12 月 22 日 毎日  
「道徳」の進め方まとめ 「みんなで創る教科」 岐阜大・柳沼准教授

DVD 監修 ～柳沼良太 准教授～ 

12 月 22 日 岐阜  ◎素描：知らせる努力と知る努力 ～木村正信 名誉教授～ 

12 月 23 日 岐阜  X マス，笑顔の贈り物 医師がサンタに変身 ～医学部附属病院～ 

12 月 23 日 中日  塗り絵やクレヨン プレゼントに笑顔 ～医学部附属病院～ 

12 月 23 日 中日  まちづくり思い深く 岐阜大生，取り組み成果報告 

12 月 23 日 中日  
炭素繊維廃材を再利用 岐阜大が研究センター ～守富 寛 シニア

教授～ 

12 月 23 日 岐阜  
炭素繊維リサイクル研究 岐阜大，技術開発へセンター設置 航空

機用廃材→車部品に ～守富 寛 シニア教授～ 

12 月 23 日 毎日  「答えをみんなで創る」 道徳 DVD を監修 ～柳沼良太 准教授～ 

12 月 24 日 中日  紙版画に酉描きカレンダー創り 岐阜大で親子講座 
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12 月 25 日 岐阜  
◎みんなで防災・減災：樹木の雪害対策へデータを蓄積 ～流域圏

科学研究センター・地域減災研究センター 斎藤 琢 助教～ 

12 月 25 日 岐阜  
ネットワーク大学コンソーシアム岐阜 地域の課題探り報告 空き家

転用や破損道路点検 

12 月 25 日 岐阜  
音楽でも患者を"治療" 岐阜大付属病院 医師ら演奏会 ～医学部

附属病院～ 

12 月 27 日 岐阜  ◎夕閑帳：ストレングスモデルということ ～岩田弘敏 名誉教授～ 

12 月 27 日 岐阜  

社会貢献フォーラム in 岐阜：大規模災害に備えて～助け合える地域

づくりを ～工学部 髙木朗義 教授，大学院２年 加納一輝さん，３

年 佐藤衣莉さん～ 

12 月 27 日 岐阜  
◎研究室から大学はいま：アルツハイマー病 薬開発へ ～医学系

研究科 松田修二 准教授～ 

12 月 29 日 岐阜  
来年度政府予算案に 7486 万円 生命科学拠点が本格稼働 岐阜

大，設備や人員拡充 

 
 
 
○テレビ・ラジオ・雑誌等    （平成２８年１２月分） 

放送日 番組名 内容 

12 月 12 日 
FM わっち 

12:41～13:00 

「岐阜大学からこんにちは」 

   教職大学院  １年生 林 雪さん， 

   教職大学院  篠原清昭 教授 

12 月 7 日 
フジテレビ「とくダネ！」 

8:00～9:50 

大分県で行方不明となっていた２歳児保護に関するニ

ュースについてコメント 

   教育学部 春日晃章 教授 

12 月 5 日 
フジテレビ「ユアタイム」 

23:30～24:25 

乳がんと戦う女性に密着取材 

   医学系研究科 二村 学 准教授 
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諸  会  議 

 

◇第５４９回 役員会 

  １２月１日（木） 

（議事） 

１．平成２８年度執行計画について 

２．教育職員雇用事前協議について 

 

 

◇第８回 授業編成専門委員会 

 １２月５日（月） 

（審議事項） 

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. 平成２９年度非常勤講師採用計画について 

３. 平成２９年度前学期履修申請日程について 

４. 日本語科目及び日本事情に関する科目の充当について 

 

 

◇第１９５回 図書館委員会 

 １２月６日（火） 

（審議事項） 

１. 岐阜大学図書館の理念・目標について（案）  

２. 平成２９年度開館日程（案）について 

３. 平成２９年度政策経費事業計画等（案）について 

４. 図書館報『寸胴』編集ワーキンググループ（案）について 

 

 

◇第５５０回 役員会  

 １２月８日（木） 

（議事） 

１．教育職員雇用申請について 

 

 

◇第８回 部局長・部長会 

 １２月８日（木） 

（協議事項） 

１.経営／マネジメント教育に関する報告について  

２.育児・介護休業等に関する規程等の一部改正について 

３.労働契約法の改正に伴う本学の対応について 

 

 

◇第５５１回 役員会 

 １２月１５日（木） 

（議事） 

１．平成２８年度執行計画について 

２．教育職員雇用申請について 

３．特任教員雇用事前協議について 
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◇第１５４回 教育研究評議会 

 １２月１５日（木） 

（審議事項） 

１．学生の懲戒について  

２．教育職員の任期を定める規程の一部改正について  

 

 

◇第５５２回 役員会 

 １２月１５日（木） 

（議事） 

１．教育職員の任期を定める規程の一部改正について 

 

 

◇第９回 教学委員会 

 １２月２０日（火） 

（審議事項） 

１．岐阜大学大学院学則の一部改正について 

２．「順次性のある体系的な教育課程の再構築に向けて（ナンバリングの導入）」について（継

続審議） 

３．平成２８年度前期授業料免除の再判定について 

４．平成２８年度後期授業料免除に係る留年・修業年限超過者の取扱いについて 

５．平成２８年度秋季入学料及び後期授業料免除等について 

６．平成２９年度岐阜大学授業料及び入学料免除等に関する選考基準実施要領について 

 

 

◇第５５３回 役員会 

 １２月２２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．特任教員雇用事前協議について 

４．特任教員雇用申請について 

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８０回 経営協議会 

 １２月２６日（月） 

（議事）  

１．中期目標・計画の変更について 

２．職員給与規則等の一部改正について 
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月 日 行　　事　　名

12 / 1 第6回岐阜大学グローカル推進本部会議

第549回　役員会

5 第8回授業編成専門委員会

6 第195回図書館委員会

7 第7回岐阜大学グローカル推進本部会議

8 第550回　役員会

第8回　部局長部長会

12 教学委員会（臨時：看）

14 教授会（看）

15 第551回　役員会

第154回 教育研究評議会

第552回　役員会

16 代議員会・研究科委員会（連農）

代議委員会（連獣）

20 第9回教学委員会

21 教授会（流・留）

教授会・研究科委員会（教・地・応）

22 第553回　役員会

26 教授会（生）

主要日誌
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