令和３（２０２１）年度後期連合一般ゼミナール（英語）日程表 Special Lecture on Agriculture Ⅱ (English) Schedule
会場 各連合大学院及び構成大学の遠隔講義システム設置室
8:30

実施日程

遠隔講義システムの立ち上げ

2021.11.19
(Fri)
11 月 19 日
（金）

遠隔講義システムの立ち上げ

2021.11.18
(Thu)
11 月 18 日
（木）

準備
30 分

遠隔講義システムの立ち上げ

2021.11.17
(Wed)
11 月 17 日
（水）

9:00

9:10

10:40 10:50

講
義
（90 分）

12:20 13:20

講
義
（90 分）
Lecture 2

Lecture 3

Lecture 4

連絡
事項等

Carbon cycling in a mangrove
forest on Ishigaki Island,
southwestern Japan

Molecular mechanisms
underlying protein
traffic in the cells

Studies on the structure and
function of β-lactoglobulin

What it takes for the current
global land management
initiatives to be sustainable?

(Gifu University)

連絡
事項等

(Iwate University)

HATTORI, Makoto

(Tokyo University of
Agriculture and Technology)

休憩
10 分

講
義
（90 分）

Nigussie Haregeweyn AYEHU
(Tottori University)

「石垣島マングローブ林の炭素循
環」
大塚 俊之
（岐阜大学流域圏科学研究
センター教授）

「細胞内タンパク質輸送の分子機
構」
西山 賢一
（岩手大学農学部教授）

「β-ラクトグロブリンの構造と機能に
関する研究」
服部 誠
（東京農工大学農学部教授）

「今日の全球土地管理イニシアチブ
を持続可能なものにするには何が
必要か？」
ヌグセ ハラガウェイン アイエフ
（鳥取大学国際乾燥地研究教育
機構特命教授）

Lecture 5

Lecture 6

Lecture 7

Lecture 8

Characterization of enzymatic
degradation pathway of
sulfated polysaccharide ulvan
from the green alga Ulva sp.

Significance of
sialoglycoconjugates in
vertebrates and its applications

Seismic performance of timber
structure

Locally consuming local
products for wheat through
bread --- It is difficult,
therefore it is interesting

OHNISHI, Kouhei
「緑藻の持つ硫酸化多糖ウルバン
の酵素的分解経路の解明」
大西 浩平
（高知大学農林海洋科学部教授）

KOBAYASHI, Kenji
(Shizuoka University)

SHIOZAKI, Kazuhiro
(Kagoshima University)

「木質構造の耐震性能」

(Kochi University)

連絡
事項等

講
義
（90 分）

16:30 17:00

Lecture 1

NISHIYAMA, Ken-ichi

昼休み
60 分

15:00

挨拶等
10 分
挨拶

OHTSUKA, Toshiyuki

休憩
10 分

14:50

「脊椎動物におけるシアロ複合糖質
の生物学的意義とその応用」
塩﨑 一弘
（鹿児島大学水産学部准教授）

小林 研治
（静岡大学農学部准教授）

TAKAHASHI, Tadashi
(Yamaguchi University)

「山口県における小麦・パンの地産
地消 ～難しいからこそおもしろい
～」
高橋 肇
（山口大学大学院創成科学研究科
教授）

Lecture 9

Lecture 10

Lecture 11

Lecture 12

Agricultural production using
resources from municipal
wastewater treatment plants
toward regional circulation of
materials and economy

Facile decontamination of
drinking water at home in rural
areas of developing countries

Flavor characteristics of
agricultural products in
Okinawa Prefecture

Teacher Education and
Community Leader Trainig for
SDGs(Sustainable Development
Goals)

WATANABE, Toru

(Yamagata University)

「下水道資源を活用した農業生産
－地域の資源と経済の循環を目指
して－」
渡部 徹
（山形大学農学部教授）

MATSUE,Naoto

(Ehime University)

「途上国貧困層の飲料水を家庭で
浄化する」
松枝 直人
（愛媛大学農学部教授）

ASIKIN, Yonathan
(University of the Ryukyus)

FURIHATA,Shinichi

(Tokyo University of
Agriculture and Technology)

「沖縄特産農産物のフレーバー特
性」
ヨナタン アシキン
（琉球大学農学部准教授）

「SDGs のための教師教育とコミュニ
ティリーダーの養成」
降旗 信一
（東京農工大学農学部教授）

