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「北東インドにおける生物資源利用の将来構想についてのインド日本二国間シンポジウム」
に参加
２月１日（木）から４日（日）までの間、インド工科大学グワハティ校（インド）にて
日本学術振興会（JSPS）と Department of Science and Technology, India（DST）の二国
間 セ ミ ナ ー 事 業 と し て 開 催 さ れ た 「 Indo-Japan Bilateral Symposium on Future
Perspective of Bioresource Utilization In North-East India（北東インドにおける生物資源
利用の将来構想についてのインド日本二国間シンポジウム）
」に本学から鈴木理事（国際・
広報担当）
・副学長らが参加した。
北東インドでは生物生産（食料・工業原料）に関連する産業と、循環型社会技術（再生
可能エネルギーと農業の融合等）の社会実装を通じた発展を目指している。本シンポジウ
ムではインドと日本の大学・研究機関及び企業が集い、生物資源、食品科学技術、バイオ
産業の現状と将来展望及び国際協働教育を中軸とする両国の産学国際連携について議論が
された。
本学は、国際化の推進と教育研究力のさらなる向上を図るため、平成３１年度に同校及
びマレーシア国民大学と国際連携専攻開設に向けた準備を進めており、本シンポジウム開
催と並行して学内研究施設や学生寮の視察を行い、留学中の本学学生に対する安全管理の
体制等を確認した。
本シンポジウムは国際連携専攻開設に向け、有意義な教職員交流の場となった。

開会式の様子

鈴木理事の発表
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岐阜大学基金「バロー・Ｖドラッグ海外研修奨学金助成事業」平成 29 年度派遣学生（2 名）
による報告会を開催
本学は，岐阜大学基金の奨学金として，平成 26 年度から「バロー・Ｖドラッグ海外研
修奨学金助成事業」を行っている。本奨学金は，(株)バローホールディングス・中部薬品
(株)からのご寄附により創設されたもので，本学の大学院生が海外の大学，研究機関及び
これに準ずる機関における単位修得や専門の研究を行うことを支援することを目的として
いる。
2 月 1 日（木）には，本奨学金を受け，派遣された，大学院教育学研究科総合教科教育
専攻サイエンスコース（数学）２年の岡本

英通（ひでみち）さんと大学院自然科学技術

研究科生命科学・化学専攻食品生命科学領域１年の沖賀 春菜さんの 2 名が，（株）バロー
ホールディングスにおいて成果報告を行った。
岡本さんは，ドイツカールスルーエ教育大学へ約 3 ヶ月間留学し，「創造的思考力を数
学教育でつくりあげる」ことをテーマに研究を行った。報告会では，「日本でこのような
教育は行っておらず，先行的に行われているドイツで実践的な教育を学ぶことができた」
と語った。
沖賀さんは，School of Bioresources and Technology King Mongkut's University of
Technology Thonburi へ約 2 ヶ月間留学し，「青果物の低温障害発生メカニズム研究」をテ
ーマに研究を行った。報告会では，「研究のみならず，異国の文化の違いも理解すること
ができた」と語った。

集合写真：

報告会の様子

左 岡本さん
中

株式会社バロー代表取締役社長 田代 正美

右

沖賀さん
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岐阜大学シンポジウム『学校管理職養成実習の開発と成果』を開催
岐阜大学は２月６日（火）
、シンポジウム『学校管理職養成実習の開発と成果』を開催し
た。大分、鳴門、千葉、山梨等の全国の教職大学院をはじめ、県内外の教育委員会、学校
関係者、学生、保護者ら約９０名が出席した。
はじめに、森脇学長の挨拶があり、その後、第一部として独立行政法人教職員支援機構
の髙岡信也理事長から「学校管理職の育成と教職大学院の役割」をテーマにした基調講演
が行われた。
続いて、第二部に実習報告として、大学教員から「教職大学院と教育委員会の協働によ
る学校管理職養成実習の開発」として事業の目的、具体的な実習内容を説明し、次に本学
教職大学院に在籍する現職学校教員の実習生 5 名より実際にそれぞれの教育現場で実習し
た内容や考察の発表を行った。
第三部のラウンドテーブルでは、第二部で発表した実習生を受け入れた教育機関の先生
方にご登壇いただき、時には実習生や参加者の皆様とも意見を交わしながら、学校管理職
を養成するための実習とは何か、学校の豊穣な知から何を学ぶのか、今後の在り方を考え
る有意義な機会となった。
本シンポジウムは、学校管理職養成を進めていく上で全国の教職大学院の先駆けとなる
ものである。今後も地域のスクールリーダー養成に貢献していけるよう､引き続き努力して
いく。

基調講演を行う髙岡教職員支援機構理事長

活発な意見交換が行われたラウンドテーブル
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「岐阜県主催 外国人留学生インターンシップ」説明会を開催
グローカル推進本部は２月７日（水），
「岐阜県主催 外国人留学生インターンシップ」説
明会を留学生センターにて開催した。
この説明会は、愛岐留学生就職支援コンソーシアム事業の一環として、岐阜県が主催して
いる外国人留学生向けインターンシップの説明会を開催し、
外国人留学生９名を含む２３名
の出席があった。
最初に、鈴木文昭理事（国際・広報担当）・副学長の挨拶があった。続いて、岐阜県商工
労働部産業人材課産学金官連携係 課長補佐兼係長 森 達哉氏から、
「岐阜県外国人留学生
県内就職促進事業について」の説明があり、本事業の運営を担当しているMan to Man
Animo 株式会社が、インターンシップ受入れ企業１６社の紹介を行った。
第２部として、個別相談を行い、企業と外国人留学生のマッチングを行った。
参加した外国人留学生からは、「今回の説明会は大変良かった」、
「インターンシップに行
きたかった」などの意見が寄せられ、外国人留学生に良い影響を与えることができた。
グローカル推進本部では、コンソーシアム事業の外国人留学生の就職支援として、インタ
ーンシップは重要な役割を占めており、本学と岐阜県の連携により、一人でも多くの外国人
留学生に機会を提供する取組みを推進していく予定である。

鈴木文昭理事（国際・広報担当）・副学長の挨拶

岐阜県による事業説明の様子

Man to Man Animo 株式会社によるインターンシ
ップ企業紹介の様子

インターンシップ個別相談の様子
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シンポジウム「
『清流の国 輝くギフジョ』による地方創生に向けて」を開催
岐阜大学男女共同参画推進室では、2 月 14 日（水）にシンポジウム「
『清流の国 輝くギ
フジョ』による地方創生に向けて」を開催した。本シンポジウムは文部科学省科学技術人
材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（連携型）
」の一環として、
連携機関である岐阜薬科大学、岐阜女子大学、アピ株式会社と共同で開催したものである。
森脇久隆岐阜大学長の開会挨拶に続き、宗近美佐子氏の挨拶、山村康子氏の講評があり、
前半に渥美由喜氏（内閣府地域働き方改革支援チーム委員）による基調講演（「女性の活躍
と大学・企業の役割―岐阜発の新しい産学連携に向けて」）、後半にパネルディスカッショ
ン（
「清流の国 輝くギフジョ 支援プロジェクト」の成果と今後の抱負）と岐阜大学地域科
学部卒業生でもある桂鷹治氏（落語芸術協会二ツ目）による女性活躍推進に関する落語の
公演が行われ、岐阜大学及び連携機関・他大学・地方自治体・企業から 168 名が参加した。
渥美氏は、ダイバーシティの推進は「働き方改革」が大前提であり、基礎的な業務を多
く積み上げて頂上に最良の成果を出すという今までの『ピラミッド』方式ではなく、
『ジェ
ンガ（木の棒を積み上げて一本ずつ抜いていき、倒れさせた人が負けというゲーム）
』式仕
事術で進めるべきであると提案し、会場からは多くの共感の声が寄せられた。
林正子副学長が司会を務めたパネルディスカッションでは、概要及び成果と課題の報告
に続き、岐阜薬科大学、岐阜女子大学、アピ株式会社のパネリストから各機関での実施状
況と今後の方針について説明があり、プロジェクトへのさらなる理解と協力が呼びかけら
れた。
トリの桂氏による落語が始まると会場は笑いの渦に包まれ、野々垣孝彦アピ株式会社代
表取締役社長による閉会挨拶で大盛況のうちに終了した。

講演をする渥美由喜氏
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CCN ケーブルテレビが森脇学長を取材
２月１９日（月）
，学長室にて，シーシーエヌ株式会社制作している岐阜大学紹介番組「ぎ
だいずむ」で森脇学長がテレビ取材を受けた。
この番組は主に岐阜大学地域科学部の取り組みや学生を紹介する番組である。
第１回目では昨年度新設された「国際教養コース」の取り組みを紹介し，留学を間近に
控えた学生たちにスポットをあて、留学に対する思いや目標、将来の夢などを語ってもら
った。
第２回目では学生達の実習教育を取り上げ，地域をフィールドにすることで社会やまち
づくりについて実践的に学ぶ様子をご紹介した。
今回第３回目となる番組取材では森脇学長に「岐阜大学の現状と大学における地域科学
部への期待」としてインタビューをした。
森脇学長はインタビューの中で「地域科学部は幅広く，多彩な基盤で学ぶことができる
学部である。その上で，学生は高度専門職業人として自身の“とんがった部分”を持って
欲しい」と語った。

取材の様子
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岐阜薬科大学市民公開シンポジウムが開催
平成３０年２月２０日（火）
，岐阜薬科大学第一講義室（岐阜市大学西）にて岐阜薬科大
学市民公開シンポジウム（岐阜薬科大学・岐阜大学主催）が開催された。
シンポジウムでは，
「伊吹山薬草を知ろう・語ろう！」をテーマとし，岐阜薬科大学の名
誉教授ら３名の伊吹山薬草について講演の後，本学からは鈴木文昭理事（国際・広報担当）
・
副学長が岐阜大学・岐阜薬科大学・サラマンカ大学（スペイン）の取組みについて講演し
た。
岐阜大学・岐阜薬科大学・サラマンカ大学は三大学間で連携して定期的にシンポジウム
を開催すること，美濃・伊吹山の薬草に係る文献調査を行うことを目的に平成２９年１１
月９日に基本合意を取り交わしている。
鈴木理事は講演中，サラマンカ大学で文献調査した日本地図やイエズス会報告書を用い
て，スペインにおける「美濃・伊吹山薬草のつながり」を語った。
約１００名の参加は各講演者の話を熱心に聞き，メモをとる姿も見られた。
最後に，森脇久隆岐阜大学長からの閉講挨拶があり盛況のうちに終了した。

講演する鈴木文昭理事（国際・広報担

閉講挨拶する森脇久隆岐阜大学長

当）
・副学長
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本学医学部学生が大垣警察署から感謝状を授与
本学医学部男子学生４名が人命救助に貢献したとして２月９日（金）に大垣警察署から
感謝状が贈られた。
学生４名は今年１月に川に自動車が転落した事故で，車内から男性を救助することに協
力し，救急車が到着するまでの間，着ていた服を男性にかけて保温する等，救助に貢献し
た。
２月２２日（木）には，今回の人命救助について，森脇学長への報告が行われた。
状況を報告した後，学長から「とっさに色々な対応はできましたか」という問いに，救
助した学生は「できる限りのことができた。低体温症で震えていたのですぐに服をかけて
体を温めた」と報告し，森脇学長は，「学内でも多くの表彰があるが，学術以外で表彰を受
けることは大変素晴らしい」と称えた。

受賞報告の様子

集合写真
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大学院連合獣医学研究科 第９回ジョイントシンポジウムに参加
２月２３日（金）韓国のソウル大学にて第９回ジョイントシンポジウム「The 9th Joint
Symposium of Veterinary Research among Universities of Veterinary Medicine in East
Asia」が開催された。
今回のシンポジウムには，日本から本学大学院連合獣医学研究科（岐阜大学，帯広畜産
大学，岩手大学，東京農工大学）
，国立感染症研究所（本研究科との連携機関），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）
，東京大学が参加した。
ジョイントシンポジウムでは，Keynote Lecture（教員による研究発表），Session（学
生による口頭発表，ポスター発表）が行われ，積極的な情報交換，意見交換がされた。
本学大学院連合獣医学研究科からは高島 康弘 准教授が Keynote Lecture を，７名の学
生が口頭発表，８名の学生がポスター発表を行い，RAJABI TOUSTANI REZA さん，羽立 薫
さん，田中 隆志さんが優秀者として表彰を受けた。
本シンポジウムは，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，有意義な機会となった。

Session の様子

集合写真
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本学教員が東海 5 大学を代表して成果発表（文科省 EDGE-NEXT シンポジウム）
2 月 26 日(月)に開催された文部科学省 EDGE-NEXT KANSAI SYMPOSIUM 2018 において、本学 研究推進・
社会連携機構の上原雅行准教授（東海地区 起業家教育プログラム委員）が 「Tokai コンソーシアム（東
海 5 国立大学：本学、主幹の名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学）」 の取り組
み成果について、5 大学を代表して発表した。

文部科学省 EDGE-NEXT（次世代アントレプレナー育成事業）とは、大学等の研究開発成果を基にした起
業や新事業創出に挑戦する人材の育成、関係者・関係機関によるベンチャー・エコシステムの構築を目
的としたプログラム（2017～2021 年度）である。Tokai コンソーシアム以外に、４コンソーシアム（東
大コンソ、東北大コンソ、早稲田大コンソ、九州大コンソ）が採択さ
れております。当日は文科省をはじめ全コンソーシアムの関係者、企
業、自治体等、多くの聴講者が参加した。
今回の発表では、Tokai コンソーシアムの大きな特徴である 5 大学共
通「起業家教育プログラム」の概要および今年度成果を中心に紹介し
ました。具体的には「起業に必要なマインドや知識（知財・ファイナ
ンス等）
、スキル（アイデア創出法等）を習得できる『Tongali スクー
ル』
」
、
「自らのアイデアを競い合う『アイデアピッチコンテスト』」
、
「新
規事業を迅速かつ効率的に立ち上げる手法を学ぶ『リーンローンチパ
ッド』
」、
「アイデアを事業化につなげるための『海外研修』」に関する
報告を行った。また、本学の取り組み事項、例えば、本学主催の起業

５大学を代表して発表する
10

上原雅行准教授
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関連イベントや本学学生によるビジネスプランコンテスト・海外研修参加状況等についても紹介した。

５大学共通 「Tongali スクール」 と 「アイデアピッチコンテスト」
本学では、今年度より産官学連携推進本部を中心に外部機関（他大学・企業・行政等）と連携した起
業家育成教育・ベンチャー創出支援等、
「学生や研究者に起業へ目を向けさせる活動」を本格化している。
本学発の起業家（ロールモデル）による後輩への指導・育成等、本学独自の起業家創出システムを構
築し、起業家、起業精神を持つ人材、産業界にイノベーションを起こす人材を社会に輩出し、地域社会
の活性化および新産業創出に貢献していきたいと考えている。

11
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平成２９年度第１０回学長記者会見を実施
本学は，２月２８日（水）に，平成２９年度第１０回学長記者会見を実施した。
この会見では，岐阜大学とミニストップ株式会社との災害時の相互協力に関する包括協
定をとりあげ，記者会見に併せて締結式を行った。
この協定は，災害が発生した場合，大学敷地内にあるミニストップと相互に協力して大
学構成員と大学に避難してきた地域住民の安全・安定を図ることを目的としている。
ミニストップ株式会社が大学等の教育機関と災害時の相互協力に関する包括協定を締結
するのは全国初である。
また，同日付で岐阜大学消費生活協同組合とも同様の内容で協定を締結した。
締結にあたり森脇学長は「ミニストップ株式会社との災害時の相互協力に関する包括協
定を締結できたことは大変重要なことであり、総合的に災害拠点としての機能を磨き上げ
ていきたい」と述べ，ミニストップ株式会社は「ミニストップも災害時に地域住民の安全・
安定を図ることは同じ理念であり，この協定により，災害時における，地域に対して密着
した協力が可能になった。岐阜大学との関係性をより一層強化していきたい」と述べ，相
互協力することを取り交わした。

締結の様子

左：ミニストップ株式会社

12
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学位授与
学位の種類

甲第1057号

学位記番号

博士（医学）

氏名

中島 教行

授与年月日

学位論文名

Promotion of cell proliferation by the proto-oncogene
DEK enhances oral squamous cell carcinogenesis
平成30年2月21日 through field cancerization.（癌遺伝子DEKによる細胞
増殖は口腔扁平上皮の癌化や発癌の素地を促進させ
る。）
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表彰受賞者
SPIE Medical Imaging 2018 Honorable Mention Poster Award 受賞
受 賞
演

者：周 向栄 工学部助教

題 名：Performance evaluation of 2D and 3D deep learning approaches for automatic
Segmentation of multiple organs on CT images

受 賞

日：平成 30 年 2 月 15 日

2017 年度金融知識普及功績者表彰

受賞

受 賞

者：大藪 千穂 教育学部教授

業 績

名：2017 年度金融知識普及功績者表彰

受 賞

日：平成 30 年 2 月 23 日
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産官学連携の実施状況
○共同研究
（平成３０年２月契約分）
部局名

研究代表者

企業等名

応用生物科学部

清水 将文

クミアイ化学工業(株)

応用生物科学部

川部 美史

(株)ハイビックス

応用生物科学部

落合 正樹

森下仁丹(株)

工学部

横田 康成

ミツテック(株)

医学系研究科

湊口 信也

(株)生命科学インスティテュート

教育学部

久保 和弘

美健産業(株)

工学部

伊藤 貴司

(株)カネカ

○受託研究
（平成３０年２月契約分）
部局名
医学部附属病院

研究代表者
小関 道夫

国立研究開発法人
国立成育医療研究センター

工学部

(株)大林組

國枝 稔
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メディア掲載一覧
○新聞

掲載日
2月1日

（平成３０年２月分）

新聞名
岐阜

内容
岐阜市ユニバーサルデザイン賞 ２団体 11 人を表彰 ～選考委員
会委員長 地域科学部 合掌顕 教授～

2月1日

中日

◎オムニバス：がん就労相談 ～医学部附属病院～

2月1日

岐阜

◎輝く功績①第 68 回岐阜新聞大賞受賞者：学術部門 バラ，柿「園
芸学」で振興 ～応用生物科学部 福井博一 教授～

2月1日

岐阜

嶺川さん 演技へ決意 全中フィギュアスケート「観客を笑顔に」
～教育学部附属中学校２年 嶺川朋那さん～

2月1日

岐阜

県ゆかりの映画発信 岐阜大が来年，創立 70 周年で計画 ～森脇久
隆

2月2日

中日

学長～

海外研修の成果報告会
究科２年

バローHD

岐阜大院生２人

～教育学研

岡本英通さん，自然科学技術研究科１年 沖賀春菜さん

～
2月2日

中日

教育ビジョン委員会 委員長に益子氏

県庁で初会合 ～「第三次

県教育ビジョン」策定委員会委員長 益子典文 教授～
2月2日

朝日

二重の少数者 共感の力 在日韓国人２世でゲイ 歌手 30 年 ～
岐阜大学中退 今里哲さん～

2月2日

岐阜

世界レベルの実験参加 バロー・V ドラッグ海外研修奨学金 岐阜
大院生が報告

～教育学研究科２年

岡本英通さん，自然科学技術

研究科１年 沖賀春菜さん～
2月3日

岐阜

建設業界の ICT 紹介 中部整備局 岐阜大で学生向け講座 ～工学
部社会基盤工学科３年生約 70 人～

2月3日

岐阜

独創の世界，造形追求 「円空大賞展」県美術館で開幕 ～教育学
部 佐藤昌宏 教授～

2月4日

中日

◎大学考 2018 年問題：地元と連携 受験生獲得 地方国立大の地
域貢献

2月4日

中日

企業の課題解決 実習成果を発表 岐阜大生 ～工学部と地域科学
部などの学生 140 人～

2月4日

読売

◎病院の実力～岐阜編 120：皮膚の病気

重症薬疹

他科と連携

アトピーなど専門外来も ～医学附属病院皮膚科 清島真理子

教

授～
2月4日

岐阜

心肺蘇生法

17 日に講座

岐阜市医師会

～医学系研究科

小倉

真治 教授～
2月4日

中日

◎この人：美容師と両立 髪研究で医学博士に ～百合口 稔さん
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～
2月6日

岐阜

◎研究室から大学はいま：家畜の福祉が品質指標に ～応用生物科
学部生産環境科学課程 二宮茂 准教授～

2月6日

中日

若年がん治療に妊娠の望みを

18 日岐阜で女性向け公開講座

～

医学部附属病院周産期・生殖医療センター 古井辰郎 センター長
～
2月6日

朝日

朝日医療シンポジウム～高齢化・災害大国 日本 東海の地域医療
の可能性～ ～医学部附属病院 小倉真治 病院長～

2月7日

岐阜

県，岐阜大病院を指定 原発事故時の「原子力災害拠点病院」

～

医学部附属病院～
2月7日

中日

学校の管理職養成 教員が成果を発表 岐阜大教職大学院

2月8日

読売

教育＠とうかい 大学主体で地域議論の場 岐阜大が運営 ～ぎふ
フューチャーセンター～

2月9日

朝日

岐阜大病院 違法残業 是正勧告後も 34 人 ～医学部附属病院～

2月9日

中日

岐阜大病院で違法残業 医師ら 34 人 労基署が勧告後も ～医学
部附属病院～

2月9日

岐阜

◎ちほ先生が見た岐阜人の不思議㉑：岐阜提灯 ランプで毎日使い
たい ～教育学部 大藪千穂 教授～

2月9日

中日

◎講座・教室：がん患者サロン学習会 ～医学部附属病院～

2月9日

読売

中核 99 病院に労基署勧告 違法残業 岐阜大病院も ～医学部附
属病院～

2 月 10 日

中日

岐阜大生 人命救助に貢献 医学部生４人へ感謝状 ～医学部３年
森永崇文さん，服部晃長さん，浅井隆之さん，中西洋介さん～

2 月 10 日

日本経済

岐阜大病院が上限超える残業 是正勧告後も医師らに ～医学部附
属病院～

2 月 10 日

毎日

勧告後も時間外超過 岐阜大病院 医師ら 34 人 ～医学部附属病
院～

2 月 10 日

中日

是正勧告後も違法残業 岐阜大病院で医師ら 34 人 ～医学部附属
病院～

2 月 11 日

岐阜

情熱が結実「県の宝に」 岐阜新聞大賞贈呈式 ７人をたたえる 園
芸産業の後継育成へ ～応用生物科学部 福井博一 教授～

2 月 11 日

岐阜

岐阜大生が企業課題改善 生産効率化や製品設計開発 実習の成果
を発表

2 月 11 日

岐阜

岐阜大生４人に感謝状

車転落，男性救助に協力

～医学部３年

森永崇文さん，服部晃長さん，浅井隆之さん，中西洋介さん～
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2 月 12 日

日本経済

インフラ模型じっくり観察 岐阜大，実物大の「博物館」 ～イン
フラミュージアム～

2 月 12 日

中日

「美濃柴犬」を守れ 現在 170 頭 県保全会「せめて 300 頭にした
い」 ～応用生物科学部 松村秀一 教授～

2 月 13 日

中日

家畜保健衛生所 研究の成果披露

2 月 13 日

岐阜

学校管理職どう養成 岐阜大がシンポ

教諭ら成果紹介 ～学校管

理職養成コース～
2 月 13 日

中日

障害者の働き方 講演通じ考える 岐阜で保護者ら ～岐阜大サテ
ライトキャンパス～

2 月 14 日

岐阜

がん患者，将来の妊娠支援 県がん・生殖医療ネット，活動５年 ～
医学部附属病院～

2 月 15 日

岐阜

地域課題，学生が解決策 岐阜大で成果発表会 ～地域協学センタ
ー 次世代地域リーダー育成プログラム～

2 月 15 日

中日

◎オムニバス：難病医療電話相談 ～医学部附属病院 大野康

医

師～
2 月 16 日

岐阜

岐阜大に 6887 人出願 ２次試験確定志願者 医学科後期 25.7 倍

2 月 16 日

毎日

リーダー選出へ公約吟味 長良東小６年生が投票 岐阜大と市選管
主権者教育授業 ～教育学部３年 安藤裕子さん～

2 月 17 日

静岡

道路橋の「たわみ」計測 19 日から 23 日，実証実験 ～工学部 木
下幸冶 准教授～

2 月 17 日

岐阜

◎サタデーコラム：自動運転 導く未来は？ ～医学系研究科

國

貞隆弘 教授～
2 月 17 日

岐阜

がん検診

受診率向上へ

早期のがん発見

定期的な健診が有効

～医学部附属病院腫瘍外科 がんセンター長 吉田和弘 教授～
2 月 18 日

中日

西濃駅伝きょう号砲 226 チームがエントリー ～岐阜大職員チー
ム～

2 月 18 日

岐阜

家畜保健衛生 取り組み発表 東海北陸６県 岐阜市で大会

2 月 18 日

中日

選挙の大切さ伝える 岐阜・長良東小

岐阜大生が授業 ～教育学

部学生～
2 月 19 日

読売

◎ひゅ～まん岐阜：死因解明 安全の糧に 県内唯一の司法解剖医
～医学系研究科法医学分野 武内康雄 教授～

2 月 19 日

中日

第 39 回西濃駅伝 岐阜経済大 B（一般 A）４位 ～岐阜大職員チー
ム～

2 月 20 日

岐阜

岐阜バス 合格願いホットな応援 岐阜大入試日にカイロ配布

2 月 20 日

岐阜

２月 20 日はアレルギーの日 じんましん 正しい知識でしっかり
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治療 ～医学系研究科皮膚病態学 清島真理子 教授～
2 月 20 日

読売

「岐阜の創生」50 人提言 異業種交流 最終発表会

2 月 20 日

岐阜

◎一歩先へ ぎふを支える中小企業：長良サイエンス 高純度試薬，
６割が世界初

～元応用生物科学部教授 社長 中塚進一 名誉教

授～
2 月 20 日

読売

大学「過去問」利用広がる 作成負担減 ミス防止 「宣言」参加
117 校に ～石際淳 入試課長～

2 月 20 日

岐阜

◎研究室から大学はいま：ミクロの世界で変形予測 ～工学部機械
工学科 屋代如月 教授～

2 月 21 日

中日

耳の日のつどいー ～医学部耳鼻咽喉科～

2 月 21 日

読売

美術教諭目指す岐大生ら作品展 県美術館

2 月 21 日

毎日

仕事とがん治療 両立支援考える 岐阜市でセミナー ～医学部附
属病院腫瘍外科 田中善宏 医師～

2 月 21 日

読売

訪日客対策に重点 郡上市予算案 ～岐阜大留学生センター～

2 月 21 日

毎日

伝言板：岐阜地域産学官連携交流会 2018

2 月 22 日

毎日

橋桁，トンネル 脚光 岐阜大にインフラ博物館 実物大 工法・
構造確認

～工学部附属インフラマネジメント技術研究センター

沢田和秀 センター長～
2 月 22 日

中日

沿線企業，大学と開発の土産品発表 中日本高速

2 月 22 日

日本経済

学生アイデアの土産物 中日本高速 サービスエリアで販売

2 月 22 日

岐阜

主権者意識，児童が育む 岐阜大生ら製作の教材使い模擬選挙

～

教育学部学生～
2 月 23 日

岐阜

◎ちほ先生が見た岐阜人の不思議㉒：細寒天 京都の高級羊羹支え
る ～教育学部 大藪千穂 教授～

2 月 23 日

中日

アメリカンフットボールキッズ体験会

～アメリカンフットボール

部～
2 月 24 日

中日

浜松の道路橋 たわみ計測 市と岐阜大など 40 基，管理効率化へ
～工学部 木下幸冶 准教授～

2 月 24 日

岐阜

◎サタデーコラム：ダンス効果で若返り

～教育学部

春日晃章

教授～
2 月 24 日

岐阜

長良天神書初め書道展 総務大臣賞

～教育学部附属中学校

稲葉

がん患者の妊娠支援 岐阜市で公開講座 卵子保存など紹介

～周

遼花さん～
2 月 25 日

岐阜

産期・生殖医療センター 古井辰郎 センター長～
2 月 25 日

中日

減塩みそ汁を試飲 腎臓病予防考える
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病院腎臓内科 村田一知朗 特任准教授～
2 月 25 日

岐阜

◎輝くぎふの女性たち：患者の心の声に寄り添う ～医学部附属病
院 認定遺伝カウンセラー 仲間美奈さん～

2 月 25 日

中日

県内 21 図書館で難病図書フェアー 飛騨地域でも ～医学部図書
館～

2 月 26 日

岐阜

岐阜大に 2549 人挑む 国公立大２次前期試験始まる

2 月 26 日

中日

夢に向けいざ勝負 岐阜大２次試験スタート

2 月 27 日

岐阜

◎研究室から大学はいま：犬のがん，治療法を確立へ ～応用生物
科学部共同獣医学科 酒井洋樹 准教授～

2 月 27 日

中日

アメフット知って
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岐阜大生が体験会

～アメリカン

フットボール部～
2 月 28 日

朝日

岐阜大学と県内企業が連携する実習授業の成果発表会を開催！

産

学金官が連携した「人材育成・定着プロジェクト」が順調に推移 ～
工学部機械工学科３年生約 100 名～
2 月 28 日

中日

◎オムニバス：がん患者サロン「和み」 ～医学部附属病院～

○テレビ・ラジオ・雑誌等
放送日

番組名
ぎふチャン 17:40～

2月5日

「お茶の間ステーション
２時６時」
NHK E テレ

2 月 25 日

23:30～24:00
「サイエンス ZERO」
ぎふチャン 17:40～

2 月 26 日

内容
『減災ラジオ』
災害に強いまちづくり
地域減災研究センター
減災社会推進部門長 髙木朗義 教授
『おいしさのカギ！"食感"のヒミツ』
応用生物科学部 西津貴久 教授
『減災ラジオ』

「お茶の間ステーション

外出先での地震 ①出先で地震に遭ったら

２時６時」

地域減災研究センター長 能島暢呂 教授

NHK 岐阜
2 月 27 日

（平成３０年２月分）

18：30～19：00
「ほっとイブニングぎ
ふ」

『"見える"放射線で理解深める～岐阜県瑞穂市
る中学校の取り組み～』
教育学部 中村 琢 准教授
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◇第６０２回 役員会
２月１日（木）
（議事）
１．教育職員雇用申請について

◇第１０回授業編成専門委員会
２月５日（月）
（審議事項）
１．平成３０年度非常勤講師採用計画の一部変更について

◇第８５回岐阜大学経営協議会（メール開催）
２月７日（水）
（議事）
１．職員給与規則等の一部改正について

◇第６０３回 役員会
２月８日（木）
（議事）
１．教育職員雇用申請について
２．特任教員雇用申請について

◇第１０回 部局長・部長会
２月８日（木）
（協議事項）
１．総合経営学部（仮称）設置構想について
２．職員給与規則等の一部改正について

◇第１０回岐阜大学グローカル推進本部会議
２月１４日（木）
（協議事項）
１．国立大学法人岐阜大学グローカル推進本部規程等の一部改正について
２．大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）に係る推薦方法に関する申合せ（案）につ
いて
３．留学生の民間奨学金に係る推薦方法に関する申合せ（案）について
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◇第６０４回 役員会
２月１５日（木）
（議事）
１．平成３０年度分教員人事について
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
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◇第１６７回 教育研究評議会
２月１５日（木）
（審議事項）
１．経営学部（仮称）設置構想について

◇第１２回教学委員会
２月２０日（火）
（審議事項）
１．教育推進・学生支援機構の組織の見直しについて
２．学業成績表彰（卒業表彰）者について
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

◇第６０５回 役員会
２月２２日（木）
（議事）
１．職員給与規則等の一部改正について
２．寄附講座の設置及び雇用申請について
３．教育職員雇用申請について
４．特任教員雇用申請について
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主要日誌
月 日
2/

行

事

名

1 第６０２回 役員会
5 第１０回授業編成専門委員会
気候変動適応技術社会実装プログラム公開シンポジウム(研究支援課）
6 岐阜大学シンポジウム『学校管理職養成実習の開発と成果』（教育学部）
7 第８５回岐阜大学経営協議会
8 第６０３回 役員会
第１０回 部局長・部長会
台湾教育賞受賞の民族学校校長先生と語る会（教育学部）
14 第１０回岐阜大学グローカル推進本部会議
「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（連携型）」シンポジウム（人材開発部）
15 第６０４回 役員会
第１６７回 教育研究評議会
19 ランチタイムセミナー（企画課）
20 第１２回教学委員会
22 第６０５回 役員会
23 応用生物科学部シンポジウム
26 げんさい楽座
27 連携型共同研究成果報告会（人材開発部）
27 岐阜地域産学官連携交流会（社会連携課）
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