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「平成 28 年度ライブラリアンの教育学習支援力コンテスト」で本学図書館が最優秀賞受賞 
 
 東海北陸地区国立大学図書館協会が主催する「平成 28 年度ライブラリアンの教育学習支

援力コンテスト」において，本学の図書館が最優秀賞を受賞した。 
 このコンテストは，東海北陸地区国立大学図書館協会に所属する図書館から応募のあっ

た「教育学習支援活動の事例」について優れた取り組みが表彰されるもので，図書館職員

の学習支援力向上や，学生の図書館活用力及び情報リテラシーの向上を目的としている。 
 
今回は 5 件の応募があり，本学図書館の「図書館ツアー（グループ対抗本借り出し体験

ゲーム）」が最優秀賞に選ばれた。 
 
 1 月 6 日（金）には表彰式が行われ，「図書借り出しゲームという，これまではおそらく

見かけなかった手法で，新入生が図書館を利用するための最初のステップを踏み出すアイ

デアが優れている」との評価をいただいた。 
 
今回の受賞を踏まえ，図書館では更に多くの方に利用してもらえるよう，今後も取り組み

を続けていく。 

表彰状 表彰式の様子 
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学生団体「岐阜県若者の選挙意識を高める会」の学生が構内で選挙啓発活動を開催 
 
 
 １月１２日（木），大学会館前で，岐阜市選挙管理委員会の依頼を受けた学生が，岐阜県

知事選挙参加の啓発活動を行った。 
 学生らは昼休みの時間に，食堂や売店へ向かう学生にチラシを配布し「選挙参加、お願

いします。期日前投票所は大学にも設置されます。」と呼びかけを行った。 
 

  
ハッピを着て呼びかけを行いました     一人ひとりにチラシが配られました 
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教育学部で特別講演会「国立大学教員養成学部・研究科の今後の方向性」を開催 
 

１月１８日（水）、教育学部で文部科学省高等教育局大学振興課 教員養成企画室長であ

る柳澤好治氏を講師として招き、特別講演会「国立大学教員養成学部・研究科の今後の方

向性」を開催した。 
 今回は、教育学部・大学院教育学研究科及び教育学部附属学校の副校長を主な対象とし、

教員・事務職員あわせて約 100 名の参加があった。 
 柳澤室長からは、「学校も、学びも、急速に変わる時代。最も「源流」にいる大学教員自

身が、社会とのつながりを常に意識し、社会の変化や住民のニーズに応じて、変わり続け

る姿を見せてほしい」との言葉があった。 
 今後、学校がより社会に開かれ、教科学習と教科を横断した学習の双方の充実が求めら

れる中、大学・大学院の今後の方向性を参加者それぞれが考える非常に有意義な機会とな

った。 
 

 
講師の柳澤好治室長               講演に聴き入る参加者 
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平成２８年度第９回学長記者会見を実施 
 

 １月１８日（水）に，平成２８年度第９回学長記者会見を実施した。 
 
 今回の会見では，まず森脇学長から「岐阜大学の将来ビジョン」に掲げている「教員養

成課程の機能強化」について，概要説明を行った。 
 その後，池谷教育学部長から，教育学部における教員養成の詳細について説明を行い，

続いて，同学部の教育研究成果発表の場として，今回は美術教育講座の「教育学部美術教

育講座第 65 回卒業・修了制作展・第 10 回在学生作品展及び岐阜大学芸術祭等」について，

河西教授及び所属する学生２名から説明を行った。 
 
河西教授は「美術教育講座における教育研究成果の発表の場として，学部創設時より行

われている制作展は今回で第 65 回を迎える。社会に対する責任を果たす意味でも，学生と

共同でさらに良いものにしていきたい」と語った。 
教育学部（美術教育講座）４年の吉本有希（よしもと ゆき）さんは，制作した油彩を

前に「共に教師を目指して切磋琢磨した同級生を描いた。絵に込めた思いを忘れずに，社

会に羽ばたいていきたい」と語り，教育学研究科（美術専攻・修士）２年の則竹真和（の

りたけ まや）さんは，制作したイラストを手に「音楽教育講座の学生と話し合いながら

作品を作ることができ良い経験になった。教師になってからも制作活動を続けたい」と語

った。 
 

   
             
   

森脇学長による説明 池谷学部長による説明 
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河西教授（右）による説明 吉本有希さんによる説明 

則竹真和さんによる説明 会見終了後には、学内にある美術作品の案内

も行いました 
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学内に第１９回岐阜県知事選挙の期日前投票所を設置 

 

 １月２０日（金），大学会館２階 第６集会室に，第１９回岐阜県知事選挙の期日前投票

所が設置された。 

昨年夏の参院選に引き続き、学生及び教職員が積極的に政治参加できる機会を設けるこ

と及び政治参加への関心を高めることを目的として，岐阜市選挙管理委員会の要請を受け，

設置されたものである。選挙立会人及び投票管理者には、本学学生も協力した。 

 

この日は、計１１７名がこの投票所を利用した。 

 これから投票する学生も，ぜひ主体的に政治について考え，投票に参加することを期待

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森脇学長も期日前投票所を利用 

選挙立会人及び投票管理者は学生。 
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出前講座（旧早野邸セミナーハウスで開催）は来年度も開催 
 

 １月２１日（土），旧早野邸セミナーハウスにおいて，「岐阜大学出前講座」の今年度最

終回（第５回）「景観とまち（講師：工学部 出村 嘉史准教授）」を開催した。 
 本講座は，今年度より，セミナーハウスにおいて，教育研究の成果を定期的に発信する

場や，地域の皆さまの学びの場となることを目的として開催しているもの。 
 
 この日で今年度予定していた全５回が終了し，全ての回にご参加いただいた１２名の方

には記念品（岐阜大学オリジナルグッズ）の授与を行った。 
 全体を通してのべ１７３名の方にご来場いただき，毎回のアンケートでも「分かりやす

い講義である」，「関心のあるテーマで参加して良かった」等の声を多数いただき好評を得

たことから，来年度（平成 29 年度）も今年度を上回る全８回の出前講座を予定している。 
  

 第５回講座の様子 来年度もご来場をお待ちしています 
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地域協学センターと十六銀行が連携に関する協定を締結 
 
 地域協学センターと十六銀行は、1 月 25 日（水）、「生涯現役社会・全員参加社会の構築

に向けた岐阜大学地域協学センターと十六銀行との連携に関する協定」を締結した。この

協定は、同センターと同行の連携・協働のもと、すべての人が社会とかかわり、力を発揮

し社会を支える一員として活躍できる生涯現役社会・全員参加社会の実現に寄与すること

を目的としている。 
 協定締結式では、水谷同行お客さまサービス部長より「十六銀行では、生涯教育の場の

提供を通じてシニアの方々の社会参画のきっかけを作るとともに、各種ボランティアや同

好会の結成など、地域活性化を図るため『くるるセミナー』を開催してきた。今後も岐阜

大学と連携して、地域社会への貢献を図っていきたい。」と、また、益川同センター長より

「岐阜大学では地域活性化の中核拠点となるべく、地域協学センターが中心となって COC
事業、COC+事業を推進している。それらの取り組みをさらに深化させるため、くるるセミ

ナーだけでなく、超高齢社会への対応やシニアの方々の力を子ども・若者へ活かすことに

も視野を広げ、生涯現役社会・全員参加社会の構築に向けた取り組みを進めていきたい。」

と挨拶があった。 
 今後、くるるセミナーのさらなる充実や超高齢社会が抱える課題解決のための研究等を

推進することで、生涯現役社会・全員参加社会の実現を目指していくこととしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
協定を締結し、握手を交わす益川センター長（右）と水谷部長 

岐阜大学学報　29.2

8



岐阜薬科大と連携し、医薬獣連携研究会を開催 
 

 １月２７日（金），岐阜薬科大学と連携し，「第３回医薬獣連携研究会」を開催した。 
  
この研究会は，本学と岐阜薬科大が，研究者交流・連携協力により研究の高度化・特色

化を図ること等を目的として平成１８年３月に立ち上げた「岐阜健康長寿･創薬推進機構」

の取り組みの一環として，さらに昨年１０月１日に医学，薬学，獣医学及び生命工学の研

究者が参画する「生命の鎖統合研究センター（G-CHAIN）」が本学で発足したことも踏ま

えて開催されたもの。 
  
 はじめに，本学の福士理事・副学長（学術研究・情報担当）から挨拶があり，続いて本

学応用生物科学部の石田教授（G-CHAIN センター長）より「生命の鎖統合研究センター

（G-CHAIN）」の概要」と題し，新組織 G-CHAIN の強みや特色について発表があった。 
続いて，同所属の安藤准教授より「精密分子創製を起点とした糖鎖の機能解明への挑戦」，

京都大物質－細胞統合システム拠点（iCeMS（アイセムス））の鈴木健一特定拠点准教授よ

り「高精度 1 分子観察で初めて明らかになった細胞膜構造とシグナル伝達機構」と題し，

G-CHAIN が特に強みとする「糖鎖研究」について発表があった。 
その後，本学応用生物科学部の神志那准教授より「医薬獣連携による Sharing medicine」

と題し，同一キャンパス内での連携の有効性について発表があり，最後は，岐阜薬科大の

福光教授より「ワンキャンパスに両大学が立地している強みを意識し，一層研究連携を強

めていきたい」と閉会の挨拶があった。 
 
フロアからの質問も多数あり，今後，両大学更なる研究連携を図るうえで非常に有意義

な機会となった。 
 

  

福士理事・副学長による挨拶 石田教授による発表 
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安藤准教授による発表 鈴木准教授による発表 

質問に応じる神志那准教授 両大学から多数の参加があった 
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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） 乙第1489号 清家　健作
セイケ　ケンサク

平成29年1月18日

Novel penA mutations identified in Neisseria
gonorrhoeae with decreased susceptibility to
ceftriaxone isolated between 2000 and 2014
in Japan（2000年から2014年に日本で分離さ
れたセフトリアキソン低感受性淋菌における
新規penA遺伝子変異）

学位授与
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受入部局
氏名

（国名）
所属・職名 期間 研究題目

工学
Aji Syailendra Ubaidillah
アジ　　シャイレンドラ　ウバイディラー

(インドネシア)

ムハマディヤ・マタラム大学　講師
Lecturer,

University of Muhammadiyah Mataram

2017/1/11～
2017/4/10

インドネシア・ロンボク島南西における斑岩銅-
金鉱床の形成モデルに関する研究

Genetic model within the porphyry copper-gold
deposit in South West Lombok, Indonesia

工学
Celestino Correia
セレスティーノ　　コレイア

(東ティモール)

東ティモール国立大学工学部・講師
Lecturer, National University of East

Timor

2017/1/13～
2017/2/9

集積回路の低消費電力化設計に関する研究
Study on low power integrated circuit design

工学
Carlito Pinto
カルリト　　ピント

(東ティモール)

東ティモール国立大学工学部・講師
Lecturer, National University of East

Timor

2017/1/13～
2017/6/29

ディープニューラルネットによる珈琲豆の自動選
別に関する研究

Development of automatic coffee beans
discriminating system using deep neural

network model

工学
Borja L.C.P Antonino
　　ボルジャ　　　　　　　アントニーノ

(東ティモール)
　

東ティモール国立大学工学部・講師
Lecturer, National University of East

Timor

2017/1/13～
2017/6/29

東ティモールにおける音声コーパス構築とその
適用

Collection of speech corpora in Timor Leste
and its application

工学
Jaime Dodinho Soares
ジェイミ　ゴディーニョ　　ソレス

(東ティモール)

東ティモール国立大学工学部・講師
Lecturer, National University of East

Timor

2017/1/13～
2017/2/9

モーターコアの新規製造方法に関する研究
Study on new fabrication method suggestion of

the motor core

工学
Joni Aldilla Fajri
ジョニ　アルディラ　ファジャリ

(インドネシア)

インドネシアイスラム大学　土木工学・計
画学部・講師

Lecturer, Faculty of Civil Engineering
and Planning, Islamic University of

Indoneasia

2017/1/23～
2017/2/21

地域水環境における糞便汚染指標微生物生残
性に関する研究

Survival of fecal indicator bacteria in a local
water environment

外国人研究者の受け入れ（1月）
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産官学連携の実施状況 

○共同研究 

      （平成２９年１月契約分） 

部局名 研究代表者 企業等名 

教育学部 柴田 奈緒美 足立産業(株) 

医学部附属病院 小関 道夫 ノーベルファーマ(株) 

工学部 小林 信介 (株)クレハ環境 

工学部 松下 光次郎 (株)タナック 

工学部 八嶋  厚 (株)システック・エンジニアリング 

工学部 八嶋  厚 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株) 

応用生物科学部 西津 貴久 (株)マンナン工房ひだ 

応用生物科学部 前澤 重禮 (一社)ぎふクリーン農業研究センター 

流域圏科学研究 
センター 

廣岡 佳弥子 日立化成(株) 

総合情報メディア

センター 
内田 裕市 ジェイアール東海コンサルタンツ(株) 

次世代金型技術 
研究センター 

深川 仁 (株)ヤシマ 

 

 

○受託研究 

 （平成２９年１月契約分） 

部局名 研究代表者 企 業 等 名 

医学系研究科 吉田 和弘 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 

医学部附属病院 白木  亮 学校法人兵庫医科大学 

流域圏科学研究 
センター 

玉川 一郎 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 
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メディア掲載一覧 
○新聞        （平成２９年１月分） 

掲載日 新聞名 内容 

1 月 1 日 岐阜 新組織「教育研究院」立ち上げ 岐阜大学 ～森脇久隆 学長～ 

1 月 3 日 
岐阜 ◎研究室から大学はいま：医者のサポートをする医者 ～医学部附属病

院放射線科 浅野隆彦 講師～ 

1 月 5 日 中日 岐阜大学病院がん患者サロン／１月 ～医学部附属病院～ 

1 月 6 日 中日 ぎふ大学病院がんセンター公開講座 ～医学部附属病院～ 

1 月 8 日 岐阜 期日前投票所 学校内に大幅増 若者の投票率アップ期待 

1 月 9 日 
岐阜 子どもの主体性を育成 新聞記事でミニ討論 意味や意図，自ら考える 

～教育学部 須本良夫 教授～ 

1 月 9 日 
岐阜 石油と環境考える作文コンクール 若原君文科大臣賞 ～教育学部附

属小学校６年 若原弘典さん～ 

1 月 10 日 
中日 障害者の性や恋愛 劇団員らが学習会 ～岐阜大サテライトキャンパス

～ 

1 月 11 日 
中日 お茶飲みホットな意見 岐阜市企画「わかものカフェ」 岐阜大，岐阜聖

徳学園大生 ～教育学部 大藪千穂 教授，３年 政井弘子さん～ 

1 月 11 日 
中日 「大病院との連携大事」 へき地医療 経験語る 岐阜大で講座 ～地域

医療医学センター～ 

1 月 12 日 
岐阜 子宮頸がん検診「重要」 女子 net パピフェス 東海院大で講座 ～医学

部附属病院産婦人科 牧野 弘 臨床講師～ 

1 月 12 日 
中日 初めての知事選 18,19 歳座談会 公約，人柄...よく調べたい ～教育学

部１年 森 史花さん～ 

1 月 13 日 岐阜 41 大学，運営費交付金増 

1 月 13 日 日本経済 あすからセンター試験 大雪 受験生ピリピリ 

1 月 13 日 岐阜 あすからセンター試験 県内 11 会場，8832 人が志願 

1 月 13 日 
中日 学内投票所など岐阜大生に PR 投票呼び掛け ～３年 笹俣友杜さん

～ 

1 月 13 日 岐阜 大学で投票しよう 学生が「期日前」など啓発 

1 月 14 日 中日 雪の朝 挑む関門 センター試験開始時刻の繰り下げも 

1 月 14 日 中日 春つかみ取れ 寒いと気合入る／午前４時起き 

1 月 14 日 
岐阜 夢へいざ勝負の時 センター試験，県内の受験生 緊張の面持ち，本番

臨む 

1 月 14 日 中日 大藪先生の大学費用を考えるツボ ～教育学部 大藪千穂 教授～ 

1 月 14 日 岐阜 ◎夕閑帳：30 年単位で考えては ～岩田弘敏 名誉教授～ 
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1 月 15 日 中日 雪越え挑むセンター きょうまで 県内志願者８８３２人 

1 月 15 日 岐阜 雪に負けずセンター集中 県内３人，時間繰り下げ受験 

1 月 15 日 朝日 足元気にしつつ センター試験へ 11 会場に８８３２人 

1 月 15 日 読売 センター初日 ドタバタ 雪で開始繰り下げ／リスニング混乱 

1 月 15 日 中日 受験生 雪に負けるな 各地で今季一番の寒波 

1 月 15 日 毎日 県内大雪 スリップ事故相次ぐ センター試験遅れる受験生も 

1 月 15 日 読売 知事選：入試・定期試験時期... 18，19 歳 投票にも関心を 

1 月 16 日 岐阜 第一関門まず越えた センター試験終了，受験生など 

1 月 16 日 
岐阜 新聞はおもしろい！ 岐阜大附属中の新聞部 頑張っている姿共感 ～

教育学部附属中学校新聞部～ 

1 月 16 日 

岐阜 ◎教えてホームドクター：DPP-4 阻害薬 水膨れ発症の可能性 糖尿病

治療で服用，関連を研究 ～医学部附属病院皮膚科 高橋智子 臨床

講師～ 

1 月 17 日 朝日 岐大職員能力向上へ 国内外の大学に派遣 国際化や経営効率化狙う 

1 月 17 日 
岐阜 ◎研究室から大学はいま：体内分子機械を工学に利用 ～工学部電気

電子・情報工学科 新田高洋 准教授～ 

1 月 17 日 
岐阜 川辺町の歴史，論文に 岐阜大名誉教授ら執筆 ～伊東久之 名誉教

授～ 

1 月 17 日 
中日 ジビエ活用前提に捕獲体制の強化を 岐阜で研修会 ～応用生物科学

部 鈴木正嗣 教授～ 

1 月 18 日 中日 名大発 起業のススメ 「保守的」脱却 他大生も支援へ 

1 月 19 日 
朝日 山県・鳥インフル 今後の県方針 補償制度を周知徹底 風評被害の対

策強化 

1 月 19 日 
中日 トランプ氏就任と世界情勢を考える 岐阜・九条の会 ～吉田千秋 元教

授～ 

1 月 19 日 岐阜 センター試験 ボーダーライン 東海・北陸 

1 月 20 日 

読売 ◎17 知事選：学生座談会 上 県の知名度上げて 自然，住みやすさ 

長所 ～教育学部学生 「岐阜県若者の選挙意識を高める会」メンバー

～ 

1 月 20 日 
毎日 シンポジウム「あたりまえの"みち"のために」 ～工学部附属インフラマ

ネジメント技術研究センター～ 

1 月 20 日 
中日 石油の作文 若原君最優秀賞 上手に使う技術を ～教育学部附属小

学校６年 若原弘典さん～ 

1 月 21 日 
中日 ◎17 知事選：学生座談会 下 発言比べて選ぶ 周りの 18 歳みんな投

票 ～教育学部学生 「岐阜県若者の選挙意識を高める会」メンバー～ 
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1 月 21 日 
中日 目指せ県産ブランド向上 岐阜大生 生産者らにアイデア発表 ～応用

生物科学部 １，２年生～ 

1 月 22 日 
岐阜 富有柿発信へ提案続々 レシピ開発やカット販売 岐阜大生が報告会 

～応用生物科学部 １，２年生～ 

1 月 23 日 
岐阜 届け私の一票ぎふ知事選：若者と語り合う場を ～「岐阜県若者の選挙

意識を高める会」代表 笹俣友杜さん～ 

1 月 23 日 
中日 美術教育を学ぶ岐阜大生ら作品展 来月 14 日から ～教育学部４年 

吉本有希さん，修士課程２年 則竹真和さん～ 

1 月 24 日 岐阜 ◎夕閑帳：ダイヤモンド金華 ～岩田弘敏 名誉教授～ 

1 月 24 日 
岐阜 ◎研究室から大学はいま：「お通じ」の仕組み解明に力 ～応用生物科

学部共同獣医学科 松山勇人 准教授～ 

1 月 26 日 読売 家禽農家に消毒石灰配布 県，きょうから 鳥インフルで 144 戸に 

1 月 26 日 
朝日 柳ケ瀬商店街 若者集まれ 階層費抑え低家賃 進出促す ～地域科

学部 西村 貢 教授～ 

1 月 26 日 
岐阜 岐阜大地域協学センターと十六銀 「生涯現役社会」へ協定 ～地域協

学センター 益川浩一 センター長～ 

1 月 26 日 

朝日 18 歳 知事選に一票を 岐阜，受験シーズンの中 岐阜大生も働きかけ 

～教育学部・「岐阜県若者の選挙意識を高める会」代表 笹俣友杜さん

～ 

1 月 27 日 

岐阜 岐阜大生が提案 実践教育の報告会 リバースモーゲージ活用の地方

創生策 「産業リーダー実践（上級）」の成果報告会 ～地域科学部，工

学部の６人～ 

1 月 27 日 中日 岐阜大病院 「医療費あと払い」始まる ～医学部附属病院～ 

1 月 27 日 
岐阜 岐阜大病院，後払い OK 外来患者対象にサービス ～医学部附属病院

～ 

1 月 28 日 
中日 防災・減災を「わかる」から「できる」へ 生活の延長として防災を捉える 

～工学部社会基盤工学科 髙木朗義 教授～ 

1 月 29 日 中日 初繁殖から 80 年 ～応用生物科学部 楠田哲士 准教授～ 

1 月 29 日 
中日 岐阜大生が先生役 中学生に税の授業 ～教育学部 須本良夫 教授

～ 

1 月 29 日 
朝日 消費トラブル対応 中高生学ぶ 「成人 18 歳」へ教育充実図る ～教育

学部 田中 伸 准教授～ 

1 月 30 日 
中日 教育など連携強化 岐阜大地域協学センターと十六銀 ～地域協学セン

ター 益川浩一 センター長～ 

1 月 31 日 中日 県知事選 18,19 歳 選択と思い 悩んだ末，現実的に ～１年 森史花
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さん～ 

1 月 31 日 
岐阜 ◎研究室から大学はいま：肛門を温存する直腸癌手術 ～医学部附属

病院第２外科 高橋孝夫 講師～ 

1 月 31 日 岐阜 宇宙工学講座の成果発表 超小型衛星，高校生が活用案 

 
 
 
○テレビ・ラジオ・雑誌等     （平成２９年１月分） 

放送日 番組名 内容 

1 月 11 日 

NHK 総合 

「クローズアップ現代」 

22:00～ 

あなたのペットは大丈夫！？～追跡 ペットビジネス・遺

伝病の闇～ 

応用生物科学部共同獣医学科 神志那弘明 准教授 

1 月 16 日 
FM わっち 

12:41～13:00 

「岐阜大学からこんにちは」 

学生団体「学生委員会（GI）」 

教育学部２年 三矢厚樹さん，有田 凌さん， 

工学部１年 林 祐斗 
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諸  会  議 

 

◇第８回 グローカル推進本部会議 

 １月１１日（水） 

１．アルバータ大学（カナダ）との学術交流協定の締結について 

２．マギル大学（カナダ）との学術交流協定の締結について 

 

 

◇第５５４回 役員会 

１月１２日（木） 

（議事） 

１．寄附講座の設置等について 

２．岐阜大学と大阪大学とのクロスアポイントメントの実施について 

３．教育職員雇用事前協議について 

４．教育職員雇用申請について 

５．特任教員雇用事前協議について 

６．特任教員雇用申請について 

７．懲戒処分事案について 

 

 

◇第９回 部局長・部長会 

 １月１２日（木） 

（協議事項） 

１.労働契約法の改正等に伴う本学の対応について 

 

 

◇第９回 授業編成専門委員会 

 １月１６日（月） 

（審議事項） 

１．平成２９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．平成２８年度後学期定期試験の実施について 

４．平成２９年度前学期授業時間割（案）について 

 

 

◇第１０回 教学委員会 

 １月１７日（火） 

（審議事項） 

１．平成２９年度次世代地域リーダー育成プログラム開講科目について 

 

 

◇第５５５回 役員会 

 １月１９日（木） 

（議事） 

１．教育職員雇用申請について 

２．岐阜大学フェロー候補者の推薦について 

３．次期学部長等候補者について 
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◇第５５６回 役員会 

 １月１９日（木） 

（議事） 

１．第３期中期目標・中期計画の変更について 

◇第１５５回 教育研究評議会 

 １月１９日（木） 

（審議事項） 

１．第３期中期目標・中期計画の変更について  

２．工学部附属教育研究施設の設置について 

 

 

◇第８回入学試験専門委員会 

２月１日（水） 

＜審議事項＞ 

１．大学院自然科学技術研究科入学者選抜基準（案）について 

２．平成３０年度大学院自然科学技術研究科学生募集要項（案）について 
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月 日 行　　事　　名

1/ 1 新年互例会

6 代議員会（連農）

11 第8回岐阜大学グローカル推進本部会議

12 第554回　役員会

第9回　部局長部長会

16 第9回授業編成専門委員会

17 第10回教学委員会

代議委員会（連獣）

18 研究科委員会・教授会（教・地・応）

教授会（医）

19 第555回　役員会

第556回　役員会

第155回 教育研究評議会

25 教授会（流・留・生）

2/ 1 第8回　入学試験専門委員会

主要日誌
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