平成２８（２０１６）年度後期連合一般ゼミナール（英語）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

2016.11.17
(Thu)
11 月 17 日
（木）

遠隔講義システムの立ち上げ

2016.11.１６
(Wed)
11 月 16 日
（水）

9:00

準備
30 分

9:10

挨拶等
10 分
挨拶
連絡
事項等

Lecture 1
Eco-system Modelling
SAKAI, Kenshi

(Tokyo University of
Agriculture and Technology)

「生態系モデリング」
酒井 憲司
（東京農工大学農業環境工学部門
教授）

連絡
事項等

遠隔講義システムの立ち上げ

連絡
事項等

休憩
10 分

12:20 13:20

講
義
（90 分）
Lecture 2
Analysis of Plant Promoters
YAMAMOTO, Yoshiharu Y.
(Gifu University)
「植物プロモーターの解析」
山本 義治
（岐阜大学応用生物科学部教授）

昼 休み
60 分

14:50

講
義
（90 分）
Lecture 3
Mechanism of Carotenoid
Accumulation in Citrus Fruit

15:00

休憩
10 分

16:30 17:00

講
義
（90 分）
Lecture 4
Bioethanol production from
lignocellulose biomass by yeast

KATO, Masaya
(Shizuoka University)

WATANABE, Seiya
(Ehime University)

「カンキツ果実におけるカロテノイ
ド蓄積メカニズム」
加藤 雅也
（静岡大学農学部教授）

「酵母を用いたリグノセルロースバイ
オマスを原料とするバイオエタノー
ル生産」
渡辺 誠也
（愛媛大学農学部教授）

Lecture 5

Lecture 6

Lecture 7

Lecture 8

Evaluation of sustainability in
crop cultivation system with
organic matters

Integration of hormonal
pathways in abiotic stresses of
plants: a molecular perspective

The diverse world of ncRNAs

Climate-smart agriculture,
applied information and
communication technology

USHIDA, Chisato
(Hirosaki University)

ASAGI, Naomi
(Ibaraki University)

RAHMAN, Abidur
(Iwate University)

「有機物を利用した作物栽培システ
ムの持続可能性の評価」
浅木 直美
（茨城大学農学部准教授）

「植物の非生物的ストレスでホルモ
ン経路の統合：分子的な視点」
ラーマン アビドゥール
（岩手大学農学部准教授）

Lecture 10

Lecture 11

Basics of upland irrigation

Analysis of the Developmental
Events in Reproductive Growth
of Fruit Tree and Grapevine,
and its Applications

Functional analysis and
advanced application for drug
discovery of the enviromental
response transcriptional factors

Lecture 9

2016.11.18

(Fri)
11 月 18 日
（金）

10:40 10:50

講
義
（90 分）

FUJIMAKI, Haruyuki
(Tottori University)
「畑地灌漑の基礎」
藤巻 晴行
（鳥取大学乾燥地研究センター
教授）

ESUMI, Tomoya
(Shimane University)

「果樹の生殖成長における現象の
解明とその利用」
江角 智也
（島根大学生物資源科学部
准教授）

「ノンコーディング RNA の多様な
世界」
牛田 千里
（弘前大学農学生命科学部
准教授）

KANDA, Eiji
(Kagoshima University)
「ICT を活用した気象変動対応型
農業」
神田 英司
（鹿児島大学農学部准教授）

Lecture 12

TSUJITA , Tadayuki
(Saga University)

「環境応答転写因子群の機能解析
と創薬探索研究」
辻田 忠志
（佐賀大学農学部講師）

Characterization of olive oil and
olive polyphenols
TAMURA, Hirotoshi
(Kagawa University)
「オリーブの機能特性の解析：オイ
ルとポリフェノール」
田村 啓敏
（香川大学農学部教授）

