
九大学研都市メールマガジンvol.121(令和3年5月号）

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**I N D E X**〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【１】一般財団法人 化学物質評価機構（CERI）寄付講座
「先端分子材料化学～設計、構造・物性、機能からデバイスまで～」
開催のご案内！【New!!】
★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【２】九州大学アジア・オセアニア研究教育機構(Q-AOS) Brown Bag Seminar Series
第４回「SDGsを達成するためのデザイン研究」開催のご案内！【New!!】

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】九州大学人社系協働研究・教育コモンズ第９弾シンポジウム
「新型コロナウィルス感染症とＳＤＧs」 開催のご案内！【New!!】

*◆*◎*◆*━━━━━━━━〇**** 本 文 ****〇━━━━━━━━━*◆*◎*◆*

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【１】一般財団法人 化学物質評価機構（CERI）寄付講座
「先端分子材料化学～設計、構造・物性、機能からデバイスまで～」
開催のお知らせ！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学大学院工学研究院応用化学部門による化学物質評価研究機構（CERI）寄付講座が
開催されます。同部門では、研究成果のトランスレーションを通して、環境に調和した豊かな
人間生活を実現する未来都市の創出を目的に、社会的に要望の高い未来化学技術の開発及び
実証を行っており、同寄付講座にてシーズの発信や情報交換等を行うこととしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：
【前期講座（全７回）】２０２１年５月１５日（土）～７月３日（土）
【後期講座（全７回）】２０２１年１０月２日（土）～１１月２０日（土）
各日１３：００～１４：３０、１４：４０～１６：１０の２コマ

◆場 所：福岡市産学連携交流センター １F交流ホール（福岡市西区九大新町４－１）
http://sangaku-center.city.fukuoka.lg.jp/access.html
※一部の講座はオンラインにて開催します。

◆内 容：各日の講座の内容は、下記ＨＰをご覧ください。（１コマから受講可能）
http://www.cstf.kyushu-u.ac.jp/japanese_news/archives/85

◆対 象 者：どなたでも
◆参 加 費：不要
◆申込方法：会社名・参加者名・ご連絡先（℡、e-mail）・受講希望日等の必要事項を明記のうえ、
下記担当者へ申込み

◆問合せ先：九州大学大学院工学研究院応用科学部門 CERI寄付講座事務局
担当：山口（℡ 092－802－2879、e-mail m-yamaguchi@cstf.kyushu-u.ac.jp）

・2021 前期／CERI寄付公開講座ポスター ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29355_file.pdf

・2021 後期／CERI寄付公開講座ポスター ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29356_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【２】九州大学アジア・オセアニア研究教育機構(Q-AOS) Brown Bag Seminar Series
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第４回「SDGsを達成するためのデザイン研究」開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Q-AOS）では「Brown Bag Seminar Series」を
4月から毎週水曜日のランチタイムに開催いたします。本学のアジア・オセアニア地域や
SDGsに関連する最新の研究活動を多くの方に知っていただき、異分野研究ネットワークや
交流やきっかけの場を提供できればと思います。どなたでも気軽に御参加いただける内容と
なっております。途中参加、途中退室もOKです。皆様の御参加をお待ちしております。
--------------------------------------------------------------------------------
◆日 時：2021年5月12日(水) 12：10～12：50

◆形 式：Zoom Webinar

◆申込方法：下記受付フォームよりお申し込みください
https://zoom.us/webinar/register/WN_mZj3eJvSRMW1upZPvSrsRw
※お申込み後、参加用のURL等をお送りします。

◆申込期限：5月11日（火）
※申込期限後の申込については、下記事務局へお問い合わせください。
≪お問合せ先≫ 九州大学Ｑ－ＡＯＳ事務局
TEL: 092-802-2603
Email: aoevent@jimu.kyushu-u.ac.jp

◆対 象 者：年齢・職業・立場に関わらず、多くの方のご参加をお待ちしております。

◆定 員：500名

◆参 加 費：不要

◆内 容：詳細は下記HPをご覧ください（随時更新いたします）
https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/

12:10～12:15 座長 横田文彦 （Q-AOS 研究推進コーディネーター・准教授）
12:15～12:40 演者 張 彦芳 （九州大学芸術工学研究院 講師）
「SDGsを達成するためのデザイン研究」
12:40～12:50 質疑応答

◆今後の予定：第２回：2021年5月19日(水) 12：10～12：50
清水邦義准教授（九州大学農学研究院）
第３回：2021年5月26日(水) 12：10～12：50
ヨハン・ローレンス教授（九州大学基幹教育院）

・アジア・オセアニア研究教育機構ポスター ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29357_file.pdf

★九大学研都市に関する団体・機関からのお知らせ★
【３】九州大学人社系協働研究・教育コモンズ第９弾シンポジウム
「新型コロナウィルス感染症とＳＤＧs」 開催のご案内！【New!!】
--------------------------------------------------------------------------------
◆概 要
2015 年 9 月に国連において社会・環境・経済分野における課題に対して 17 の目標と169 の
ターゲットで構成される持続可能な開発目標（SDGs）が採択されました。SDGs の推進を目指し、
政府、企業、NGO など様々な主体が積極的に課題解決に向けた取り組みを行う中で、九州大学に
おいても自然科学分野及び人文社会科学分野において精力的に研究が進められています。
日本学術会議では SDGs 推進に向けた研究体制として「SDGs の目標達成と個別の課題の解決
には相互に複雑な関係があり、この問題に取り組むためには多くの学術領域の協働と社会との強い
連携が不可欠となる」と指摘しています。この指摘を踏まえれば、SDGs 推進に向けた研究には
幅広い分野の研究者による学際的な研究体制が必要であり、その体制をいかにして構築するかが
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重要となります。
こうした背景の下、九州大学人社系協働研究・教育コモンズでは「持続可能な開発目標（SDGs）と
循環経済」というテーマを研究活動の指針の一つとして掲げ、多様な分野の研究者による協働研究の
活性化を目指しています。本シンポジウムでは、新型コロナウィルス感染症と SDGs の関係性、
特に低炭素エネルギー社会への転換に注目した内容で議論します。
是非とも、皆さまの積極的な参加をお待ちしています。
--------------------------------------------------------------------------------
◆使用言語：日本語
◆日 時：令和 3 年 5 月 26 日（水） 15 時 00 分～17 時 30 分
◆場 所：オンライン会議形式（Zoom）
◆内 容
15:00-15:10 開会挨拶・趣旨説明
15:10-15:50 講演：Andrew Chapman
16:00-17:00 討論者による報告とリプライ（15 分×4）
17:00-17:30 総合討論
講演者：Andrew Chapman（アンドリュー・チャップマン）
九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 准教授
報告題目：「COVID-19 が低炭素エネルギー社会への転換に及ぼす影響」
参照サイト：「公平な」低炭素社会実現への道のり
https://wpi-forum.jsps.go.jp/research/vol8-1/

司会：藤井 秀道（九州大学 経済学研究院 准教授）

討論者：宮本 一夫（九州大学 人文科学研究院 教授）
李 学成（九州大学 人間環境学研究院 助教）
平山 賢太郎（九州大学 法学研究院 准教授）
八木 信一（九州大学 経済学研究院 教授）

◆対 象 者：一般・学生
◆定 員：500名予定
◆参 加 費：無料
◆申込方法：事前申し込みの必要有。下記ＵＲＬで事前登録をお願いします。
http://commons.kyushu-u.ac.jp/collaborative/event_9.html
申込締切：令和3年5月24日（月）

◆お問合せ：九州大学 人社系協働研究・教育コモンズ
Email : enquiry-commons@cmns.kyushu-u.ac.jp

・シンポジウム開催案内 ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_29358_file.pdf

■*□*■*□*■*□*■* 事 務 局 か ら の お 願 い ＆ お 知 ら せ *■*□*■*□*■*□*■

◆九大学研都市メールマガジン会員募集中◆
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）では、
メールマガジン会員を随時募集しております。
ダイナミックに変貌を遂げつつある九大学研都市エリアの最新情報を
メールマガジンにて毎月お届けしています。
産学連携、研究施設、立地情報など九大学研都市に関する情報に
関心のある方に是非お知らせください。
【詳 細】
http://www.opack.jp/files/TopicDetail_45_file.pdf

◆新規の御登録はこちらから
https://www.opack.jp/users/add
◆設定変更等◆
本メールマガジンはメルマガ会員にご登録いただいた方や、
ＯＰＡＣＫの各セミナー等にご参加いただいた方あてに配信
させていただいております。
メルマガ会員登録内容変更、登録解除、パスワード忘れ等は
下記のURLをご参照ください。
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https://www.opack.jp/users/delete
または、info@opack.jpまでお問い合わせください。

■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■*□*■
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