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岐阜大学の活力（いぶき）を地域から世界へ発信する広報誌

published by

03―05 Topics 　岐阜大学のとりくみ　Oct . 2 016 →Ma r . 2 017

06―13 【特集】 

学びのフィールドは
地域×世界

　工学部：機械工学創造演習・知能機械工学演習Ⅲ

　応用生物科学部：地域ブランドと地域振興Ⅰ～Ⅲ：飛騨牛倶楽部

　医学部：医療英語ワークショップ／海外臨床実習プログラム

　岐阜大学基金 特別事業：バロー・Vドラッグ海外研修奨学金助成事業

　地域科学部：国際教養コース

14―17 岐大で生まれるもの。最先端研究の現場。

がん細胞のエネルギーを制御し、増殖を抑える方法を明らかに！

岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科 創薬科学専攻 

赤尾 幸博 教授

「形状」ではなく「物質」に着目し、高速で判別できる画像認識手法を開発

岐阜大学工学部電気電子・情報工学科 情報コース 

加藤 邦人 准教授

18―19 岐阜大学に誕生した新たな3 つの進める力
次世代金型技術研究センター／炭素繊維リサイクル研究センター／生命の鎖統合研究センター

20―21 いまを駆ける! 岐大生FACE
Interview 岐阜大学ボート部前主将

  折原 薫也 さん

22 お知らせ

23 岐阜大学基金

巻末 公開講座のご案内

　岐阜大学サテライトキャンパスにおいて、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）」清流の国輝くギフジョ支援プロ
ジェクトの一環として、「女性研
究者キャリアパス支援講演会」
を開催しました。岐阜大学の教
職員をはじめ、連携機関の教職
員や研究者、一般市民の方61
名の参加があり、今後の事業主
体や社会のあり方等を考える
非常に良い機会となりました。

　医学系研究科にとって初の秋季入学式「平成28年度
医学系研究科秋季入学式」を医学部長室にて執り行い、
大学院生２名が入学しました。医学系研究科は、4月若し
くは10月のいずれかを入学時期として選択でき、今回入
学の大学院生は10月入学を選択した初めての学生です。 
式典には、大学院生1名の
他、大学院生の指導教員で
ある松田准教授らが出席
し、湊口研究科長から大学
院生にお祝いと激励の言
葉が送られました。

女性研究者キャリアパス支援講演会【「居場所」
のない男と「時間」がない女】を開催しました

医学系研究科初の秋季入学式を
執り行いました

平成28年10月3日（月）

養老町・八百津町・農林水産省東海農政局
と連携に関する協定を締結しました

平成28年10月14日（金）・12月1日（木）・平成29年2月7日（火）

岐 阜 大 学 の とりくみ
Oct.2016→Mar.2017Topics

広西大学（中国：大学間協定校）で、岐阜大
学フェア in 広西大学を開催しました

　「岐大祭」は、学生の正課研究、
学術文化活動及び課外活動の祭
典です。今年のテーマは「輪」。
岐阜大学生と地域住民が交流
し、いろいろな繋がりを持ち、さ
らにその繋がりを大きくしてい
きたいとの願いのもとで開催さ
れました。雨天となってしまっ
た日もありましたが、多くの企
画が学生主体で創り上げられ、
多くの方にご来場いただきまし
た。ありがとうございました。

第68回岐大祭が開催されました

平成28年10月26日（水）

平成28年10月27日（木）～30日（日）

　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、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に寄与することを目的に、地方自治体
と連携に関する協定を締結しました。10月14日（金）には
養老町、12月1日（木）には八百津町と協定を結び、移住・定
住、防災への対策推進や人材育成、地域文化の振興、地域コ
ミュニティ活動の活性化などについて取り組むため、協議を
進めていく予定です。また、岐阜大学と農林水産省東海農政
局は、２月７日（火）、人材育成や農村振興に関しての連携協
定を締結しました。本学と東海農政局は、既にいくつかの取
り組みで連携をとっていましたが、大学全体での包括的な
連携を一層強めていくことを目的として、このたび協定を

締結する運びとなりました。今後、本学と東海農政局は、よ
り緊密な協力関係を築き、持続的・発展的に連携を深めてい
くこととしています。

　岐阜大学の協定校である広西大学（中国：南寧市）で、「岐
阜大学フェアin広西大学」を開催しました。この行事は、本
学や岐阜の特徴等、海外の協定校を会場としたフェアでア
ピールすることを目的として、今回初めて開催されました。
当日は、本学紹介ポスターや「のみやすい」「やさ茶」等の展
示が行われ、会場は多くの来場者で賑わいました。

平成28年10月4日（火）
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　高山市の飛騨・世界生活文化センターにおいて「岐阜
大学フェア in 高山」を開催し、延べ約700名の方に来場
いただきました。本フェアは平成21年から毎年実施し、
今回はテーマを「学び、究め、
貢献する岐阜大学－ひだでス
テップ×ひだにプラス－」と
して、初めて岐阜市を離れて
高山市内で、主に飛騨地域の
高校生を対象に開催しまし
た。本学の取り組みや活動な
どを広く知っていただく良い
機会となりました。

　同窓会連合会を、各学部同
窓会会員に対し大学の近況
を報告するとともに、それぞ
れの学部同窓会の状況を意
見交換することにより、相互
の理解を深め、大学と同窓会
との連携及び学部同窓会間
の連携をより一層推進する
ことを目的として、平成28
年度より開催しています。次回開催が近づきましたら所
属の同窓会から案内をお送りしますので、引き続き、多く
の方のご参加をお待ちしております。

岐 阜 大 学 の とりくみ
Oct.2016→Mar.2017Topics

　岐阜大学の学生のみなさんに知って
欲しいデータをまとめたリーフレット

「データで知る岐大生2017」を発行し
ました。学生1人が1年間に図書館で借
りる本の数や、岐阜県内に就職した卒
業生の割合など、データを掲載してい
ます。大学生活を身近に感じるパンフ
レットとしてご活用ください。

QRコードから
「データで知る岐大生」
をチェック!!

「岐阜大学フェア in 高山」を開催しました

第2回同窓会連合会の集いを開催しました

データで知る岐大生

　長良川国際会議場にて、平
成28年度学位記授与式を行
い、学部学生1263人、大学
院学生527人が卒業・修了
しました。森脇学長は「修得
した叡智をもって広く人類
に貢献するという志を持ち、
キャリアを積み上げて頂き
たい」と激励。2人の在学生
代表が送辞を述べた後、卒業生代表の応用生物科学部森
直人さんと修了生代表の工学研究科田口雄太さんが、そ
れぞれ力強く答辞を述べました。

平成28年度学位記授与式を行いました
平成29年3月25日（土）

　平成28年度に旧早野邸セミ
ナーハウスにおいて「岐阜大学
出前講座」を全5回開催いたし
ました。全体を通して、のべ173
人の方に来場いただきました。
本講座は、平成28年度より、セ
ミナーハウスにおいて、本学の
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です。平成29年度も平成28年度
を上回る全８回の出前講座を予定しています。

岐阜大学出前講座（旧早野邸セミナーハウ
スで開催）は平成29年度も開催します

平成29年1月21日（土）

　第48回岐阜大学フォーラム「環境ユニバーシティフォー
ラム」を開催しました。この行事は、本学が「環境ユニバー
シティ宣言」した11月を岐阜大学環境月間と定め、関連行
事として毎年開催しているものです。今回は、岐阜県立国
際園芸アカデミー学長の上田善弘氏を講師にお招きし、学
内外から94名の参加者がありました。今後も本学は、様々
な知識を集結して環境対策を推進していきます。

第48回岐阜大学フォーラム「環境ユニ
バーシティフォーラム」を開催しました

平成28年11月2日（水）

平成28年11月12日（土）・13日（日）

平成29年3月6日（月）

　岐阜県若者の選挙意識を高める会
（本学学生有志団体）及び岐阜大学
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」を受けました。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、岐阜県選挙管理委員会に
よる表彰を受けたものです。

「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を受けました

平成28年11月30日（水）

ISO14001（環境マネジメントシステムの国際

規格）: 2015版の認証を取得しました

「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
賞を受賞しました

　岐阜大学は、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、ならびに平成 27
年9月に改正されたISO 
14001:2015規格への移行審査を平成28年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ま
した。また、それに伴い新しい審査登録証が発行されま
した。審査員からは、環境マネジメントシステムが継続
的に改善されていることが高く評価されました。

　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、岐阜大学図書館が最優秀
賞を受賞しました。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ます。

平成28年12月9日（金）

平成29年1月6日（金）

　グローカル推進本部は、
岐阜大学として２回目の
実施となるウィンタース
クールを開催しました。本
年度は、ジョイント・ディグ
リープログラム（連携する
大学間で開設された共同プログラムを修了した際に、複
数の大学が共同で単一の学位を授与するもの）の設置を
視野に入れて、前年度の実施校のインド工科大学グワハ
ティ校（IITG）に加え、マレーシア国民大学（UKM）から
も学生を受け入れています。

第 2 回ウィンタースクールが
行われました

平成28年12月5日（月）～22日（木）

　岐阜大学サテライトキャンパスにて、大学院連合創薬
医療情報研究科創設10周年記念行事を開催しました。
連合創薬医療情報研究科では、今後も創薬・医療情報・ト
ランスレーショナルリサーチをキーワードとした教育・研
究・人材養成の場としてグローバルな展開を遂げるとと
もに、キャンパス内のハブ的な役割を更に高めるべく取
り組んでいきます。

大学院連合創薬医療情報研究科創設10周年
記念行事を開催しました

平成28年11月25日（金）
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