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★【１】１１月２日・９日・１６日・３０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７２回・第７３回・第７４回・第７５回～」

★【２】１１月４日～１２日開催
九州大学Asia Week2022

★【３】１１月１１日開催
九州大学オンラインイベント（九州大学Asia Week2022）
「アフガニスタンの今を、アフガンOB学生が語る」

★【４】１１月１１日開催
人社系協働研究・教育コモンズ オムニバスセッション（九州大学Asia Week2022）
「知の形成史 #５」

★【５】１１月２９日開催
「総合知」で社会変革をけん引するイノベーション・エコシステム
福岡県・九州大学イノベーションカンファレンス2022
OPACK「九州大学学術研究都市」セミナー in東京2022 同日開催！

★【６】１１月３０日開催
九州大学ビジネス・スクール（QBS）特別選抜入試説明会開催のご案内

★【７】１１月１日～１２月１５日申込受付
アフガニスタン元留学生支援プロジェクト（クラウドファンディング）

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃ 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７２回『九州大学の国際戦略 ～良い方向に進むため～』
┃ ┃ 第７３回『教育分野におけるマレーシア東方政策の推進』
┃ ┃ 第７４回『人の行動を測り、変えていく情報技術』
┃ ┃ 第７５回『人とロボットが共生する社会を目指して』
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆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
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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/

◆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７２回
◆日時◆１１月２日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆『九州大学の国際戦略 ～良い方向に進むため～』
（＊キーワード／国際戦略/ 高等教育/ 留学/ 派遣/ 受入）
◆登壇者◆ 許斐 ナタリー 教授（国際戦略企画室）
◆参加申込◆下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_S2AcKN0dT0apwL35FAQJew
─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・
第７３回 Special Brown Bag Seminar
◆日時◆１１月９日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆『教育分野におけるマレーシア東方政策の推進』
（＊キーワード／マレーシア/ 東方政策/ 教育）
◆登壇者◆ 斎藤 幸義 一等書記官（在マレーシア日本国大使館）
◆参加申込◆下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_ACkZq3DyQyO0n7Hs1RXrJA
─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・
第７４回
◆日時◆１１月１６日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆『人の行動を測り、変えていく情報技術』
（＊キーワード／人間行動認識/行動変容支援）
◆登壇者◆ 荒川 豊 教授（システム情報科学研究院 情報知能工学部門）
◆参加申込◆下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_ViYMs5exS6Ok9Bl60Ev3_g
─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・
第７５回
◆日時◆１１月３０日（水） １２：１０～１２：５０
◆タイトル◆『人とロボットが共生する社会を目指して』
（＊キーワード／サービスロボット/ 環境情報構造化/
ロボット・フレンドリー社会）
◆登壇者◆ 倉爪 亮 教授（システム情報科学研究院 情報知能工学部門）
◆参加申込◆下記ＵＲＬより、お申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_VUNb5OOSQtym23kfMupmHA

・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30489_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃２┃ 九州大学Asia Week2022の開催について（11/4-11/12）
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
九州大学では、アジアに関する膨大な研究教育の蓄積・実績および新たな展開の可能性
を国内外へ発信し、海外大学等との連携強化、さらには新たな国際交流・国際連携体制の
構築促進を図ることを目的とし、2020年からアジアウィークを開催しております。
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今年度は「アジアに開かれた九大、アジアと繋がる九大」をテーマとして駐日インドネ
シア大使による招待講演、若手研究者・学生によるポスター発表及びSDGs特別企画など
を11月4日（金）～11月12日（土）に実施します。奮ってご参加ください。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 令和4年11月4日（金）～11月12日（土）
◆場所◆ 九州大学伊都キャンパス、オンラインなど
◆内容◆
11/4（金）のオープニングイベント「インドネシア特別企画 Indonesia-Kyushu University
Spirit of Future」では駐日インドネシア大使による講演、留学生・同窓生によるパネルディス
カッション、インドネシアの打楽器「Angklung」による演奏、伝統舞踊を披露致します。
この他、Asia Week期間中に「SDGs特別企画」としてアジアの国・地域に特化した企画や、
医療や多文化共生など幅広いトピックスを学術的・専門的に扱った企画を準備しています。

【主な企画】
・11/4（金） Covid-19 and discourses on xenophobia: East and Southeast Asia
・11/7（月） 現代中国社会における家族とジェンダー 映画『結婚しない、できない私』を通して
・11/8（火） タイの食文化
・11/9（水） 台湾のSDGsを知る－台湾のSDGsの現状と課題－
・11/11（金）未来都市を向けて－日韓のスマートシティへの取り組み－

◆対象者◆ どなたでも気軽にご参加頂けます。
◆定員◆ 各企画によって異なりますので、Asia Week 2022 特設ウェブサイト
< https://asiaweek.kyushu-u.ac.jp/ >をご確認下さい。
◆参加費◆ 無料
◆申込方法◆ Asia Week 2022 特設ウェブサイト< https://asiaweek.kyushu-u.ac.jp/ >
よりお申し込み下さい。
◆問い合わせ◆ 九州大学IQ支援室 aoevent@jimu.kyushu-u.ac.jp

・アジアウィークチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30490_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃３┃ 九州大学オンラインイベント（九州大学Asia Week2022）
┃ ┃ 「アフガニスタンの今を、アフガンOB学生が語る」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
九州大学では、2021年8月のアフガニスタンの政変から、これまで８家族22名の元留学
生の家族を退避者として受け入れてきました。彼らは、政変後の現時点では帰国すること
は困難な状況です。政変後の苦悩、現在の状況、未来への希望について、彼らの生の声を
皆さんに届ける機会を設けました。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 令和4年11月11日（金）12:00～13:00
◆場所◆ オンラインイベント（Zoom Webinar）
◆内容◆
アフガニスタン退避した元留学生が語るアフガニスタンの現状

◆対象者◆ 一般
◆定員◆ 1000名
◆参加費◆ 無料
◆申込期限◆ 11月11日（金）12:00まで
◆申込方法◆ 以下のURLより事前登録をお願いします。
https://onl.sc/ssySCU9
◆問い合わせ◆ 九州大学国際部国際企画課
092-802-2213 intlkhosa@jimu.kyushu-u.ac.jp

・イベントチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30491_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃４┃ 人社系協働研究・教育コモンズ オムニバスセッション（九州大学Asia Week2022）
┃ ┃ 「知の形成史 #５」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

                               3 / 7

https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30490_file.pdf
https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30491_file.pdf


◆概要◆
本シリーズでは、毎回人社系（人文社会系）の先生をお呼びして、具体的な研究の
お話をうかがいながら、いま一度それぞれの領域の「出来（いでき）はじめ」を紐解
きつつ、現在の学問が時代や社会に何を要求されているのか、そして何ができるのか
を考えます。人社系の知の意味と意義を問いなおすことを通じて、協働研究の「コモ
ンズ」醸成を目指します。
第五回目は人間環境学研究院から、前原志保先生をお呼びして、台湾のお話をお伺
いしていきます。
本企画は、Kyushu University Asia Week 2022の一環として開催します。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 令和4年11月11日（金） 16:40～18:10
◆場所◆ 九州大学伊都キャンパス E-A-239会議室 及びオンライン会議形式（Zoom）
◆内容◆
地域研究のススメ：台湾という「場」のおもしろさ
http://commons.kyushu-u.ac.jp/collaborative/events/event_16.html

◆対象者◆ 一般・学生
◆定員◆ なし ※対面の定員は５０名
◆参加費◆ 無料
◆申込期限◆ 令和4年11月9日
◆申込方法◆ 事前申し込み
※下記URLへアクセスのうえ、事前参加申込をお願いします。
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=iV9x12qT90q7daV6yZZG-
oNiPOPoyS9IqCOUL_BId8BUMTVNNTZFWk9XV0ROMjdONEdUQVRDQVFSQS4u

◆問い合わせ◆ 九州大学人社系協働研究・教育コモンズ http://commons.kyushu-u.ac.jp/
E-mail : enquiry-commons@cmns.kyushu-u.ac.jp

・オムニバスセッションチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30492_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃ ┃「総合知」で社会変革をけん引するイノベーション・エコシステム
┃５┃ 福岡県・九州大学イノベーションカンファレンス2022
┃ ┃ OPACK「九州大学学術研究都市」セミナー in東京2022 同日開催！
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
新型コロナウイルス感染症の世界的流行以降の劇的な社会情勢の変化の中、日本経済が
持続的な成長を実現していくため、大学で創造される最先端の技術やアイデアを取り込ん
だスタートアップ等によるイノベーションの創出が求められています。九州大学の多様な
「知」と「人材」を結集した「総合知」によるイノベーションの可能性と、新たな連携を
目指す最新の研究シーズをご紹介します。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 令和４年11月29日(火) 9:30開場（オンライン10:00開場）
◆場所◆ ＪＰタワー ホール&カンファレンス
（東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE４階）

◆内容◆ ------------------------------------------------------------

＜福岡県・九州大学イノベーションカンファレンス＞
オープニングプレゼンテーション① 福岡県知事 服部 誠太郎
オープニングプレゼンテーション② 九州大学総長 石橋 達朗氏
基調講演 衆議院議員 山際 大志郎氏
特別講演 株式会社ヘリオス取締役兼代表執行役社長CEO 鍵本 忠尚氏

＜「九州大学学術研究都市」セミナー＞
主催者あいさつ (公財)九州大学学術研究都市推進機構理事長 貫 正義
九州大学あいさつ 九州大学総長 石橋 達朗氏
九州大学学術研究都市の紹介 (公財)九州大学学術研究都市推進機構産学連携主幹 本田 一郎
総論 九州大学理事・副学長プロポスト 荒殿 誠氏
講演
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「完全養殖マサバと未来の海洋性タンパク質生産に向けた取組み」
九州大学大学院農学研究院准教授 太田 耕平氏

「Science×Business×Diversity」
九州大学大学院経済学研究院助教 荒木 啓充氏

「脳の疾患への免疫からのアプローチ」
九州大学生体防御医学研究所准教授 伊藤 美菜子氏

「ウェルビーイングと人的資本」
九州大学大学院経済学研究院准教授 藤井 秀道氏

「温室効果ガス排出量の算定方法論－排出量の削減とは？－」
九州大学グローバルイノベーションセンター准教授 早渕 百合子氏

＜交流会＞

---------------------------------------------------------------------
◆定員◆ 先着150名 オンライン先着200名
◆参加費◆ カンファレンス・セミナー 参加無料
※交流会参加の方は参加費2000円が必要です。（現金のみ）

◆申込期限◆ 令和4年11月21日（月）
◆申込方法◆ https://www.entry-sys.net/fkic2022/user/7/input.php
◆問い合わせ◆ 福岡県商工部商工政策課 TEL：092-643-3415
(公財)九州大学学術研究都市推進機構【OPACK】：092-805-3677

・カンファレンス・セミナーチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30493_file.pdf

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃６┃ 九州大学ビジネス・スクール（QBS）特別選抜入試説明会開催のご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
九州大学ビジネス・スクール（QBS）では、変革をリードし、新たな事業価値の創造に
挑戦する意欲を持つ学生の募集を重点的に行うため、特別選抜を実施します。それに合わ
せて、11月30日（水）に特別選抜入試説明会を開催致します。修了生による講演やパネル
ディスカッションを通して、直接お話を聞くことができる機会となっています。なお、
当日はZoomでもご参加いただけます。会場にお越しいただくことが難しい方は、ぜひ
リモートでご参加ください。
---------------------------------------------------------------------
◆日時◆ 令和4年11月30日（水）19:00 ～ 21:00
◆場所◆ JR博多シティ10階 小会議室C＋D 及び オンライン
（福岡市博多区博多駅中央街1-1）
https://www.jrhakatacity.com/communicationspace/meetingroom/access.html

◆内容◆
１．九州大学ビジネス・スクール（QBS)と特別選抜入試について
２．修了生による講演
３．修了生を交えたパネルディスカッション
４．質疑応答

詳細は以下のHPよりご確認ください。
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/news/9564

◆対象者◆
①出願時に企業・官公庁等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。
または②出願時に大学又は大学院に在学する者。（若干名）

◆定員◆ 先着順（会場は30人程度、オンラインは100人まで）
◆参加費◆ 無料
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◆申込期限◆ 令和4年11月29日（火）正午
◆申込方法◆ 下記申込フォームよりお申込み下さい。
申込時に「会場」もしくは「オンライン」をお選びください。
https://qbs.kyushu-u.ac.jp/form-sys/

◆問い合わせ◆ 九州大学ビジネス・スクール（QBS）支援室
qbs@econ.kyushu-u.ac.jp

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
┃７┃ 九州大学アフガニスタン元留学生支援プロジェクト（クラウドファンディング）
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◆概要◆
九州大学ではアフガニスタンの政変により同国を退避した元留学生及びその家族を令和
３年12月からこれまでの間、８家族（22名）を受入れ、雇用の確保、住居の提供及び生活
支援を行っています。かつて本学で学び専門性を持った彼らは、政変後の現時点では、
アフガニスタンへの帰国は不可能な状況です。本プロジェクトは、渡日した元留学生及び
これから渡日する元留学生が、専門性や語学力を発揮し高度人材外国人として日本で活躍
することや第３国への出国を支援し、平和に暮らせる未来を支援するものです。
---------------------------------------------------------------------
◆募集期間◆ 令和4年11月1日～12月15日
◆内容◆
アフガニスタン元留学生の生活を支援し、日本や第三国への定着を図る。そのための資金を募集するもの。
◆掲載場所◆ ウェブサイト https://readyfor.jp/projects/kyudai-Afghanistan
◆対象者◆ 一般
◆申込期限◆ 令和4年12月15日
◆申込方法◆ https://readyfor.jp/projects/kyudai-Afghanistan より登録
◆問い合わせ◆ 国立大学法人九州大学国際部国際企画課
課長補佐 蔵本武史
092-802-2213
intlkhosa@jimu.kyushu-u.ac.jp

・クラウドファンディングチラシ ： https://www.opack.jp/files/MagazineDetail_30495_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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