平成２９（２０１７）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

2017.11.16
(Thu)
11 月 16 日
（木）

遠隔講義システムの立ち上げ

2017.11.15
(Wed)
11 月 15 日
（水）

9:00

準備
30 分

9:10

講
義
（90 分）

昼休み
60 分

講
義
（90 分）

15:00

16:30 17:00

Lecture 3

Lecture 4

連絡
事項等

Applied research of functional
peptides toward practical
application

Enzymes involved in
sulfur-containing compounds
biosynthesis

Impact of climate change on
water resources in monsoon
Asia

Diversity of flower color in
floricultural plants

IWASAKI, Takashi
(Tottori University)

KATO, Shin-ichiro
(Kochi University)

FUJII, Hideto
(Yamagata University)

「機能性ペプチドの産業応用研究」
岩﨑 崇
（鳥取大学農学部准教授）

「含硫化合物の生合成に関わる酵
素の特性」
加藤 伸一郎
（高知大学総合研究センター准教授）

「気候変動がアジアモンスーン地域
の水資源に与える影響」
藤井 秀人
（山形大学農学部教授）

休憩
10 分

講
義
（90 分）

NAKATSUKA, Takashi
(Shizuoka University)

「花卉園芸作物における花色の多
様性」
中塚 貴司
（静岡大学学術院農学領域助教）

Lecture 5

Lecture 6

Lecture 7

Lecture 8

Animal husbandry and applied
technologies in South America

Development of eradicating
gear and methods for Japanese
invasive swimming crabs

The structure of meat proteins
and their processing properties

Grain Nutrition for monogastric
farm animal

ACOSTA AYALA, Tomas Javier
(Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine)

遠隔講義システムの立ち上げ

連絡
事項等

休憩
10 分

14:50

Lecture 2

連絡
事項等

講
義
（90 分）

12:20 13:20

Lecture 1

2017.11.17

(Fri)
11 月 17 日
（金）

10:40 10:50

挨拶等
10 分
挨拶

Miguel VAZQUEZ ARCHDALE
(Kagoshima University)

MIYAGUCHI, Yuji
(Ibaraki University)

YAMAMOTO, Akemi
(Gifu University)

「食肉タンパク質の構造および加工
特性」
宮口 右二
（茨城大学農学部教授）

「単胃家畜における穀物栄養」
山本 朱美
（岐阜大学応用生物科学部教授）

「南米における畜産業及び応用技
術」
アコスタ アヤラ トマス ハビエル
（帯広畜産大学畜産フィールド
科学センター准教授）

「日本発外来ワタリガニの根絶漁具
開発について」
バスケス・アーチデイル ミゲル
（鹿児島大学水産学部教授）

Lecture 9

Lecture 10

Lecture 11

Lecture 12

Insect Viruses and
Biotechnology

Formation of functional food
powder by spray drying

Comparison between Western
and Eastern historical views of
sustainability (Nachhaltigkeit)
principles of forest use

Structure and function of
carbohydrate hydrolyzing
enzymes

KOBAYASHI, Jun
(Yamaguchi University)

「昆虫ウイルスとバイオテクノロジー」
小林 淳
（山口大学大学院創成科学研究科
教授）

YOSHII, Hidefumi
(Kagawa University)

「噴霧乾燥による機能性食品粉末
の創製」
吉井 英文
（香川大学農学研究科教授）

TONOZUKA, Takashi

SHIBA, Masami
(University of the Ryukyus)

(Tokyo University of Agriculture
and Technology)

「森林利用の持続性
（Nachhaltigkeit）原則に関する東
西の歴史観の比較」
芝 正己
（琉球大学農学部教授）

「糖質加水分解酵素の構造と機能」
殿塚 隆史
（東京農工大学大学院農学研究院
教授）

