令和４（２０２２）年度前期連合一般ゼミナール／農学特別講義Ⅰ（日本語）日程表
Special Lecture on Agriculture I (Japanese)
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
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休憩
10 分

16:30 17:00

講
義
（90 分）

Lecture 1

Lecture 2

Lecture 3

Lecture 4

「海草藻場の生態系機能－ブルー
カーボン評価の現在地－」
梅澤 有
（東京農工大学農学研究院
准教授）

「除草剤抵抗性雑草と総合的雑草
管理」
山下 雅幸
（静岡大学総合科学技術研究科
教授）

「協力研究におけるコモンズ」
林 雅秀
（山形大学農学部准教授）

「酵素反応（構造とメカニズム）」
渡邉 彰
（香川大学農学部教授）

Ecological functions of
seagrasses and seaweeds
communities: current status of
blue carbon assessment
UMEZAWA, Yu

Herbicide-resistant weeds and
integrated weed management
YAMASHITA, Masayuki

The commons in studies on
cooperation
HAYASHI, Masahide

Enzyme Reaction (Structure
and Mechanism)
WATANABE, Akira

(Yamagata University)

(Kagawa University)

(Shizuoka University)

(Tokyo University of
Agriculture and Technology)

遠隔講義システムの立ち上げ

2022.6.16
(Thu)
6 月 16 日
（木）

連絡
事項等

Lecture 5

Lecture 6

Lecture 7

Lecture 8

「国産麦類生産における研究ニー
ズ」
荒木 英樹
（山口大学創成科学研究科教授）

「ヘチマの食品機能性と応用」
高良 健作
（琉球大学農学部教授）

「田んぼの魚の生殖生物学」
古屋 康則
（岐阜大学教育学部教授）

「深海魚はグロテスクな生き物？」
大富 潤
（鹿児島大学水産学部教授）

Food functionality and its
application of sponge gourd
TAKARA, Kensaku

Reproductive biology in fish
living rice field
KOYA, Yasunori

Are deep-sea fish grotesque
creatures?
OHTOMI, Jun

Needs of research for wheat and
barley production in Japan
ARAKI, Hideki

(University of the Ryukyus)

(Gifu University)

(Yamaguchi University)

遠隔講義システムの立ち上げ

2022.6.17
(Fri)
6 月 17 日
（金）

連絡
事項等

(Kagoshima University)

Lecture 9

Lecture 10

Lecture 11

Lecture 12

「植物は冬の到来をどの様に知る
か：カルシウムシグナルの観点から
の研究」
河村 幸男
（岩手大学農学部准教授）

「植物色素と遺伝子組換え技術を
用いた園芸作物の改良」
鈴木 栄
（東京農工大学農学研究院
准教授）

「防除技術開発を志向した植物病
原細菌の病原力機構の解明」
曵地 康史
（高知大学総合科学系生命環境
医学部門教授）

「ハナバチ類の生態学」

How plants sense the coming of
winter: A study from the
viewpoint of calcium signals
KAWAMURA, Yukio
(Iwate University)

Improvement of horticultural
crops by plant pigments and
genetic transformation
techniques
SUZUKI, Sakae
(Tokyo University of
Agriculture and Technology)

Elucidation of virulence
mechanisms of plantpathogenic bacteria to develop
the control system
HIKICHI, Yasufumi
(Kochi University)

宮永 龍一
（島根大学自然科学研究科教授）

Basic bee biology
MIYANAGA, Ryoichi
(Shimane University)

