平成３０（２０１８）年度前期連合一般ゼミナール（日本語）日程表
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

2018.6.15
(Fri)
6 月 15 日
（金）

遠隔講義システムの立ち上げ

2018.6.14
(Thu)
6 月 14 日
（木）

遠隔講義システムの立ち上げ

2018.6.13
(Wed)
6 月 13 日
（水）

9:00

準備
30 分

9:10

挨拶等
10 分
挨拶
連絡
事項等

10:40 10:50

講
義
（90 分）

連絡
事項等

12:20 13:20

講
義
（90 分）

14:50

昼休み
60 分

講
義
（90 分）

15:00

休憩
10 分

16:30 17:00

講
義
（90 分）

Lecture 1

Lecture 2

Lecture 3

Lecture 4

農業教育が世界を変える
門平 睦代
（帯広畜産大学
畜産フィールド科学センター教授）

UAV（無人航空機）による環境モニ
タリング
西 隆一郎
（鹿児島大学水産学部教授）

農業用貯水池の効率的運用
西村 眞一
（岐阜大学応用生物科学部教授）

なぜ「正しい」設計の環境保全がう
まくいかないのか？
富田 涼都
（静岡大学農学部准教授）

Agricultural Education for
Future Farmers
KADOHIRA, Mutsuyo

Environmental Monitoring
techniques by a UAV
Ryuichiro Nishi
(Kagoshima University)

Lecture 5

Lecture 6

Lecture 7

Lecture 8

中山間地域における集落営農組織
の展開
井上憲一
（島根大学生物資源科学部教授）

アブラナ科野菜根こぶ病菌個体群
の病原性と遺伝的多様性
伊藤 真一

魚の性決定から考える脊椎動物の
性決定
松田 勝

日本における家畜の改良
福井えみ子
（宇都宮大学農学部教授)

（山口大学大学院創成科学研究科教授）

（宇都宮大学
バイオサイエンス教育研究センター教授）

Development of group farming
organizations in hilly and
mountainous areas
INOUE, Norikazu
(Shimane University)

Pathogenicity and genetic
diversity of Plasmodiophora
brassicae populations
ITO, Shin-ichi
(Yamaguchi University)

Sex determination in
vertebrates
Masaru Matsuda
(Utsunomiya University)

Lecture 9

Lecture 10

Lecture 11

Lecture 12

畜産業と農村の再生

ツツジ属植物における遠縁交雑育種

作物の物質生産と物質輸送動態に
着目した収量性改善へのアプロー
チ
荒木 卓哉

水資源の乏しい地域における水環
境と農業
山田佳裕
（香川大学農学部教授）

(Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine)

連絡
事項等

休憩
10 分

浦川 修司
（山形大学農学部附属やまがた
フィールド科学センター教授）
Livestock industry and
revitalization of rural villages in
Japan
URAKAWA, Shuji
(Yamagata University)

嬉野健次
（琉球大学農学部教授）
Wide cross breeding in
Rhododendron spp.
Kenji Ureshino
(University of the Ryukyus)

Efficient management method
of farmland reservoir
NISHIMURA, Shinichi
(Gifu University)

Why does environmental
conservation project by “Right”
design go the wrong way?
TOMITA, Ryoto
(Shizuoka University)

Improvement of livestock
animals in Japan
Emiko FUKUI
(Utsunomiya University)

（愛媛大学大学院農学研究科准教授）

Improvement of grain yield
focused on mass production and
transport of crops
Takuya ARAKI
(Ehime University)

Water environment and
agriculture in the region with
poor water resources
YAMADA Yoshihiro
(Kagawa University)

