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OPACKホームページ<https://www.opack.jp/＞内の「九大学研都市トピックス」に
各イベントのサムネイルを掲載しておりますので、そちらでもご覧いただけます

*◆*◎*◆*━━━━━━━━━━━━━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】農林水産物の輸出促進研究開発プラットフォーム＠九州・沖縄
輸出用サツマイモを守れ！ 九州基腐病対策研究会
～第１回「基腐病を知る」～

【２】第10回 九州大学日本橋サテライトセミナー
「難治性がんに対する次世代治療法開発の最前線」

【３】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52回『事前冷却が暑熱時の体温調節反応と作業パフォーマンスに及ぼす影響について』
第53回『データ駆動型教育に向けたラーニングアナリティクスの挑戦』
第54回『九州大学における異分野融合交流及び成功事例』
第55回『浮体式洋上風力発電の現状と将来展望』

【４】九州大学ビジネス・スクール～QBS博多・大学説明会

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃ 農林水産物の輸出促進研究開発プラットフォーム＠九州・沖縄
┃１┃ 輸出用サツマイモを守れ！九州基腐病対策研究会
┃ ┃ ～第１回「基腐病を知る」～
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
当プラットフォームは、ＯＰＡＣＫが事務局として運営しており、農林水産物の輸出拡大に
向けた地域課題解決のため、複数の研究テーマを取り上げ、事業化を目指して取り組むことと
しております。今回は、南九州地域で深刻化している「サツマイモ基腐病」をテーマに、農研
機構でまとめられた最新の基腐病対策マニュアルについて研究開発者から解説していただき、
「サツマイモ基腐病」撲滅に向けて、様々な立場の方々と意見交換を行います。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆日時◆ ２０２２年６月９日（木） １５：００～１８：００

◆場所◆ 宮崎商工会議所コンベンションホール 大会議室
（宮崎県宮崎市錦町１番１０号ＫＩＴＥＮビル８階）
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◆内容◆ 「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」～令和３年度版マニュアルの紹介
農研機構 九州沖縄農業研究センター 暖地畑作物野菜研究領域
畑作物・野菜栽培グループ 小林有紀氏

◆定員◆ ４０名（Ｚｏｏｍウェビナー同時開催）

◆参加費◆ 無料

◆参加申込◆下記URLからお申し込みください
https://www.opack.jp/events/

◆問い合わせ◆ 農林水産物の輸出促進研究開発プラットフォーム＠九州・沖縄 運営事務局
（公財）九州大学学術研究都市推進機構 担当：田代
ＴＥＬ：０９２-８０５-３６７７
Ｅ-mail：info-qpf.2nd@agr.kyushu-u.ac.jp

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30078_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃２┃ 第10回 九州大学日本橋サテライトセミナー
┃ ┃ 「難治性がんに対する次世代治療法開発の最前線」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
１０回目を迎える「九州大学日本橋サテライトセミナー」。今回は、血液がんである白血病と
固形癌をテーマに、難治性がんに対する次世代治療法の開発について最前線の研究を紹介。
「個別相談（要事前申込）」の時間もあります。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆日時◆ ２０２２年６月２４日（金） 13:30～17:00（個別相談１5:50～）

◆場所◆ 日本橋ライフサイエンスビル9階913会議室（東京都中央区日本橋本町2-3-11）

◆内容◆
＜研究紹介＞「機能的ジェノミクスを用いた新規白血病治療法の開発」
九州大学医学研究院プレシジョン医療学教授、
九州大学病院遺伝子・細胞療法部部長 前田高宏氏

「リキッドバイオプシーを使った固形癌の治療戦略」
九州大学大学院消化器・総合外科診療准教授 沖英次氏
＜個別相談＞

◆対象者◆ 研究者、オープンイノベーションの担当者

◆定員◆ ５０名

◆参加費◆ 無料

◆参加申込◆ 下記URL「申込フォーム」からお申し込みください
https://forms.gle/uVRfKVn1XSTgLBwF7

◆申込期限◆ （個別相談）６月２０日（月） ／ （セミナー）６月２２日（水）

◆問い合わせ◆ 九州大学 日本橋サテライト
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TEL: ０８０-３３６２-５４２７ (平日 １０：００～１７：００)
E-mail: n-satellite＠airimaq.kyushu-u.ac.jp

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30079_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃ 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52回『事前冷却が暑熱時の体温調節反応と
┃３┃ 作業パフォーマンスに及ぼす影響について』
┃ ┃ 第53回『データ駆動型教育に向けたラーニングアナリティクスの挑戦』
┃ ┃ 第54回『九州大学における異分野融合交流及び成功事例』
┃ ┃ 第55回『浮体式洋上風力発電の現状と将来展望』
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Q-AOS）は、毎週水曜日のランチタイムに
「Brown Bag Seminar Series」を開催しています。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広め、異分野研究ネットワーク・交流の機となる場
を提供する催しです。途中参加・退室もOK！

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜各回共通＞
◆形式◆ Zoom Webinar
◆対象者◆ どなたでも参加可能
◆言語◆ 日本語・英語 （同時通訳あり。スライドやポスターも日英２言語対応）
◆参加費◆ 無料
◆定員◆ 500名
◆詳細◆ 下記URLをご覧ください
https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

第５２回
◆タイトル◆ 『事前冷却が暑熱時の体温調節反応と作業パフォーマンスに及ぼす影響について』
（＊キーワード／暑熱環境/生理反応/作業パフォーマンス/プレクーリング）
◆日時◆ ６月８日（水） 12：10～12：50
◆登壇者◆ 前田享史 教授（芸術工学研究院 附属応用生理人類研究センター）
◆参加申込◆ 下記URLより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_zvQ0RUH6SA-251ICPJn8cw

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

第５３回
◆タイトル◆ 『データ駆動型教育に向けたラーニングアナリティクスの挑戦』
（＊キーワード／教育の情報化／データ駆動型教育／ラーニングアナリティクス）
◆日時◆ ６月１５日（水） 12：10～12：50
◆登壇者◆ 島田敬士 教授 （システム情報科学研究院 情報知能工学部門・
ラーニングアナリティクスセンター 兼務）
◆参加申込◆ 下記URLより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_kqL79KogSMqaHq1j4Y6mag

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

第５４回
◆タイトル◆ 『九州大学における異分野融合交流及び成功事例』
（＊キーワード／異分野融合研究／マッチングイベント
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／ オンラインポスターセッション／成功事例）
◆日時◆ ６月２２日（水） 12：10分～12：50分
◆登壇者◆ クスタース・ハロルド室長（研究・産学官連携推進部 グランドサポート室）
◆参加申込◆ 下記URLより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_WhmSWkLTQduWB67i7T4xuA

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

第５５回
◆タイトル◆ 『浮体式洋上風力発電の現状と将来展望』
（＊キーワード／海洋再生可能エネルギー/ 浮体式洋上風車/ 浮体式洋上風力発電）
◆日時◆ ６月２９日（水） 12：10分～12：50分
◆登壇者◆ 宇都宮智昭 教授（工学研究院 海洋システム工学部門）
◆参加申込◆ 下記URLより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_ecA7PurTQVWTVL98OEoOSA

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30080_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃４┃ 九州大学ビジネス・スクール～ＱＢＳ博多・大学説明会
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
九州大学ビジネス・スクール（QBS）の大学説明会が、６月と８月に開催されます。
今回の対象は2023年4月の入学希望者。両日ともに、同校の概要説明、現役の教授に
よる模擬講義、修了生・在校生のリアルな声を聞くことができる「学生の声を聞く」
など、同校の魅力を体感できるプログラムが満載です。
＊両日ともzoomの同時配信あり。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆日時◆
【第１回ＱＢＳ博多・大学説明会】２０２２年６月１２日（日）１６：００～１８：１０
【第２回ＱＢＳ博多・大学説明会】２０２２年８月３日（水） １９：００～２１：１０

◆場所◆ＪＲ博多シティ１０Ｆ 大会議室（ＡＢＣＤ)
https://www.jrhakatacity.com/communicationspace/hall/access_hall.html

◆内容◆
・九州大学ビジネス・スクールおよび入試概要について
・模擬講義（６月は「会社はだれのためのものか：小城武彦 教授」）
・在校生＆修了生の声を聞く ・質疑応答

◆対象者◆
①出願時に企業・官公庁などにおいて、原則として2年以上の実務経験を有する社会人
②出願時に大学又は大学院に在学する者（若干名）

◆定員◆ 両日、共に約１２０名（オンライン参加者含む）

◆参加費◆ 無料

◆参加申込◆ 下記ＵＲＬ内の「申込フォーム」からお申し込み下さい
①6月１２日（日） 第1回QBS博多・大学説明会＊申込締切：６月１１日（土）正午
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/news/9487

②８月 ３日（水） 第2回QBS博多・大学説明会＊申込締切：８月 ２日（火）正午
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/news/9497
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◆問い合わせ先◆
QBS支援室 e-mail：qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*□*■*■*□*■*□*■*□*■*■*□*
■*□*■*■*□*■□*■*□*■*■*□*■*□*■
* 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、企業立地など、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

◆新規のご登録はこちらから◆
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、などは下記URLをご参照ください。
https://www.opack.jp/users/delete

または、下記へお問い合わせください。
info@opack.jp

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