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【１】８月３日・１０日・２４日・３１日開催
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６０回・第６１回・第６２回・第６３回～」

【２】８月６日開催
第１０回 九州大学芸術工学部大公開！ ～デザインの未来へようこそ～

【３】８月２７日開催
ＩＤＥ大学セミナー 「継続的な改善を推進する内部質保証システムとは」

【４】９月９日開催
KYUSHU UNIVERSITY VISION 2030 キックオフシンポジウム

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃ 九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Ｑ-ＡＯＳ）
┃ ┃ ～Brown Bag Seminar Series～
┃１┃ 第６０回『ドラッグリポジショニングによる希少疾患に対する医薬品開発』
┃ ┃ 第６１回『地球環境変動下における安定的な食料生産へ向けて』
┃ ┃ 第６２回『昆虫食の心理学』
┃ ┃ 第６３回『脳の疾患と免疫応答』
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆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◆ オンライン（Zoom Webinar）
◆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）
◆定員◆ ５００名 ◆対象者◆ どなたでも参加可能 ◆参加費◆ 無料
◆詳細◆ 下記ＵＲＬをご覧ください
https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/
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◆問い合わせ◆九州大学ＩＱ支援室
ＴＥＬ：０９２-８０２-２６０３
E-mail：iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・
＜第６０回＞
◆日時◆ ８月３日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆ 『ドラッグリポジショニングによる希少疾患に対する医薬品開発』
（＊キーワード／ トランスレーショナルリサーチ/
ドラッグリポジショニング/希少疾患/医薬品開 ）
◆登壇者◆ 有馬 充 特任講師（九州大学病院ＡＲＯ次世代医療センター）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_2_b6wNhqTwy8AYhJpX1QuA

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

＜第６１回＞
◆日時◆ ８月１０日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆ 『地球環境変動下における安定的な食料生産へ向けて』
（＊キーワード／地球環境変動/農作物/食料/環境適応）
◆登壇者◆ 石橋 勇志 准教授（農学研究院 資源生物科学部門 農業生物資源学）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_aCPC4qq0TbWYe8FkdDu-nw

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

＜第６２回＞
◆日時◆ ８月２４日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆ 『昆虫食の心理学』
（＊キーワード／昆虫食/心理/食料問題）
◆登壇者◆ 錢 琨 准教授（アジア・オセアニア研究教育機構）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_DdRwstEdTcexiIlm2-9Opw

─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・

＜第６３回＞
◆日時◆ ８月３１日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆ 『脳の疾患と免疫応答』
（＊キーワード／免疫応答/中枢神経系疾患）
◆登壇者◆ 伊藤 美菜子 准教授（生体防御医学研究所）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_rS5Hssa_Sq6QcBKrZTRmdA

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30293_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃２┃ 第１０回九州大学芸術工学部大公開！ ～デザインの未来へようこそ～
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
「第１０回 九州大学芸術工学部大公開！～デザインの未来へようこそ～」は、「九州大学
芸術工学部」が学内を開放して行う、子どもから大人まで誰でも入場可能（無料）なイベ
ントです。同学部の日々の教育・研究活動を活かし一般の方々にも「芸術工学」を知って
いただくためのユニークな企画が満載です。
---------------------------------------------------------------------
◆内容◆
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建築生産学者・建築家の内田祥哉の作品模型をＶＲゴーグルで鑑賞する「ＶＲ内田祥哉展」、
身の回りにある香料の性質と測定について紹介する「分子で見る香り～バニラエッセンス～」
などの３８企画。（受験をお考えの高校生向けの企画もあります）
詳細は下記ＵＲＬをご覧ください。

※企画内容など詳細は随時更新されます。 ※企画によって、受付人数に制限があります。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、開催内容の変更や中止の場合があります。

＜特設ＷＥＢサイト＞
https://www.design.kyushu-u.ac.jp/pages/daikoukai/
＜Facebook＞
https://www.facebook.com/九州大学芸術工学部芸術工学-施設公開-1549544548639354/

◆日時◆ ８月６日（土） １０：００～１６：００
◆場所◆ 九州大学大橋キャンパス（福岡市南区塩原４-９-１）
◆対象者◆ 子どもから大人までどなたでも。高校生・受験生の参加も大歓迎
◆参加費◆ 無料
◆申込方法◆ 一部の企画は事前申し込みが必要。詳細は下記ＵＲＬでご確認ください。
◆問い合わせ◆
＜九州大学芸術工学部総務課企画・広報係＞
ＴＥＬ：０９２-５５３-４４０７
メールアドレス：fushigi@design.kyushu-u.ac.jp
https://www.design.kyushu-u.ac.jp/pages/daikoukai/

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30294_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃３┃ ＩＤＥ大学セミナー 「継続的な改善を推進する内部質保証システムとは」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

◆概要◆
認証評価の第３サイクルにおける内部質保証システムの構築、その運用の現状と課題について
基調講演や事例報告を参考にしながら、内部質保証のあり方などを参加者と共に考え共有する
ためのセミナーです。

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

◆内容◆
開会挨拶 ＩＤＥ九州支部長 石橋 達朗（九州大学総長）

基調講演 「教育の内部質保証システムの構築と運用」
講師：茨城大学 全学教育機構 総合教育企画部門 嶌田 敏行 教授

事例報告１ 「宮崎大学における内部質保証システムの構築について」
講師：宮崎大学副学長（目標・評価担当）・ＩＲ推進センター長 酒井 剛 教授

事例報告２ 「福岡工業大学における内部質保証システムの構築と実質化への取組み」
講師：福岡工業大学教務部長・工学部電子情報工学科
倪 宝栄 教授
その他、詳細は下記ＵＲＬをご覧ください。
https://ueii.kyushu-u.ac.jp/fdp/event/details/203
◆日時◆ ８月２７日（土） １３：００～１６：４０
◆形式◆ ハイブリッド形式
会場：九州大学伊都キャンパス内「日本ジョナサン・ＫＳ・チョイ文化館」
同時にオンライン（Ｗｅｂｅｘ）でも開催予定
◆定員◆ 先着２２０名
会場：日本ジョナサン・ＫＳ・チョイ文化館：２０名
オンライン：２００名
◆対象者◆ 大学教育に関心のある方
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◆参加費◆ 無料
◆申込期限◆ ８月１９日（金）
◆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
https://ueii.kyushu-u.ac.jp/fdp/event/details/203
◆問い合わせ◆
九州大学学務部学務企画課内 ＩＤＥ大学協会九州支部事務局（担当：石橋・西村）
ＴＥＬ： ０９２-８０２-５９７６、５９２７

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30295_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃４┃ KYUSHU UNIVERSITY VISION 2030 キックオフシンポジウム
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
九州大学は、「KYUSHU UNIVERSITY VISION 2030」で掲げた「総合知
で社会変革を牽引する大学」の実現に向け、社会的課題の解決と社会・経済
システムの変革に貢献する総長直轄組織として「未来社会デザイン統括本部」
と「データ駆動イノベーション推進本部」を２０２２年４月に設置しました。
本イベントは、学内外の活動事例等を紹介し、両本部の今後の活動への理解
と参画等を促すことを目的に、創立111周年記念 VISION EXPOとして開催
するものです。

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

◆内容◆
13:30 開会挨拶
九州大学総長
未来社会デザイン統括本部長／データ駆動イノベーション推進本部長
石橋 達朗

13:35 来賓挨拶
文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長 平野 誠 氏

13:40 本部の紹介①
九州大学理事・副学長・プロボスト
未来社会デザイン統括本部本部長 荒殿 誠

14:00 本部の紹介②
九州大学理事・副学長
データ駆動イノベーション推進本部副本部長 谷口 倫一郎

14:20 招待講演① 「共創的な社会課題解決による社会変革」
株式会社三菱総合研究所 未来共創本部長 須崎 彩斗 氏

14:45 招待講演② 「データ駆動型組織への変革: 方法論と実践」
三菱ケミカルグループ株式会社 ディレクター、データ&先端技術部長
浦本 直彦 氏

15:10 ポスターセッション［椎木講堂 ガレリア］

15:40 活動紹介① ［社会的課題の解決による社会変革の活動事例］
「カイコを利用した感染症ワクチンの開発」
農学研究院 日下部 宜宏 教授

16:05 活動紹介②［ＤＸの推進による社会変革の活動事例］
「ICT行動変容に関わる学際共創研究拠点について」
システム情報科学研究院 荒川 豊 教授
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16:30 休憩

16:35 パネルディスカッション
モデレーター：荒殿誠副本部長
パネラー：須崎彩斗氏、浦本直彦氏、日下部宜宏教授、荒川豊教授、
Andrew J. Chapman准教授、清野 聡子准 教授

17:25 閉会挨拶
九州大学理事・副学長
オープンイノベーションプラットフォーム長 福田 晋

◆日時◆ ９月９日（金） １３：３０～１７：３０
◆形式◆ 会場及びオンライン
会場：九州大学伊都キャンパス内 椎木講堂（コンサートホール・ガレリア）
◆定員◆ なし
◆対象者◆ 特になし
◆参加費◆ 無料
◆申込期限◆ ８月３１日（水）
◆参加申込◆ 下記ＵＲＬ「申込フォーム」から事前にお申し込み下さい
https://forms.office.com/r/t8bERh5AQj
◆問い合わせ◆
九州大学 キックオフシンポジウム事務局
Mail：vision-event@jimu.kyushu-u.ac.jp

・シンポジウムチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30296_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、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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