
第９９回 学長定例記者会見          

第９９回 学長定例記者会見 

日時：平成３０年６月２１日（木）１０：００～１０：３０ 

場所：広島大学 霞キャンパス 保健学研究棟１階 106 会議室 

  ※Ustream および YouTube による録画配信を実施  

 

【発表事項】 

 

１．広島大学拠点を新たに認定—インキュベーション研究拠点３件を認定— 

 

 

２．中央図書館のサービス拡張について 

 

 

 

 

【お知らせ】 

 

１．平成３０年度 精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 

  公開シンポジウムを開催します 

 

 

２．留学生との「異文化交流会」を開催 

 

 

３．「2018 ゆかたまつり」を開催 

 「後ろ髪惹かれる浴衣、あなたにもきっと」 

 

 

■次回の学長定例記者会見（予定） 

    日時： 未定 

場所： 未定 

 



 

第９９回学長定例記者会見 発表事項１  

 

平成３０年６月２１日 

 

広島大学研究拠点を新たに認定 
— インキュベーション研究拠点３件を認定 － 

 

 

広島大学は、平成 26 年度から長期的に本学の顔となることを期待できる「自

立型研究拠点」及び中長期的に自立型研究拠点を目指す研究者（分野）のグル

ープである「インキュベーション研究拠点」を認定し、大学として重点的な研

究支援を行っています。 

 

今年度、新たにインキュベーション研究拠点３件を認定しました。 

 

本学は、平成 25 年度文部科学省「研究大学強化促進事業」に 22 機関の 1

つとして研究大学に選定され、世界トップレベルの研究大学となるべく、多様

な研究成果を教育、社会貢献、産業活性化・イノベーションに直結させ、人類

の未来社会に貢献することを目的とした研究力強化に取り組んでおります。こ

の研究力強化の取組の一つとして「世界的研究拠点の継続的創出」を挙げられ

ます。 

 

 世界トップクラスの研究大学として、国際展開力・発信力をさらに強化して

いくことを目的として認定された研究拠点は、活発な国際研究活動を通じた国

際研究ネットワークの形成により国際発信力を向上し、本学の国際的評価の飛

躍的な向上に寄与することを期待できます。今後、総合研究大学の強みを生か

し、多様な研究拠点を形成するとともに、国際研究ネットワーク形成により、

多様な人材が活発に活躍する場として発展し、教育研究活動を通じて、国際社

会、地域社会において存在感のある大学への展開をめざしています。 
 

【お問い合わせ先】 

 

認定年度 自立型研究拠点 インキュベーション研究拠点 

平成 26 年度 3 ２ 

平成 27 年度 1 6 

平成 28 年度 2 4 

平成 29 年度 4 
（うちインキュベーション 

研究拠点からの昇格が３）  

4 

平成３０年度 ０ ３ 

学術・社会産学連携室 

研究企画室  小左古 学 

TEL:082-424-5860 FAX:082-424-4592 



世界トップクラスを目指す研究拠点

世界のトップクラスの研究大学になるためには、国際展開力・発信力を強化していく必要があります。
その中心的役割を担う３つの研究拠点を新たに認定しました。

活動内容

拠点リーダー

バイオジェニックナノマテリアル融合研究拠点

岡村 好子（先端物質科学研究科）

バイオジェニックナノ粒子結晶を用
いた超低炭素太陽電池素材を開発
し、CO2の排出量削減に貢献

活動内容

拠点リーダー

ＭＢＲ拠点

大下 浄治（工学研究科）

情報工学と連携したMBR（Model-

Based Research）による新たな材料
開発の超効率的手法を開発・実践

（インキュベーション拠点（3拠点））

活動内容

拠点リーダー

ダイバーシティ＆インクルージョン科学の構築
と実践のための研究拠点

坂田 桐子（総合科学研究科）

人々の多様性（ダイバーシティ）を
社会の革新と繁栄に結びつけるた
めの理論的・実践的研究

研究分野 人文・社会・教育 研究分野 理・工（材料系）

研究分野 理・工（材料系）

■第5期（平成30年度認定）広島大学研究拠点（3拠点）



広島大学研究拠点一覧（第1期～第5期）

自立型研究拠点（10拠点）

期 公募年度 認定年度 拠点名称（日） 拠点名称（英） 拠点リーダー 分野

第4期 28 29 創薬・バイオマーカー拠点
The Research Center for Drug
Development and Biomarker
Discovery

医歯薬保健学研究科
教授　田原　栄俊

医療系

第1期（昇格） 25 29 キラル国際研究拠点 Chirality Research Center
理学研究科
教授　井上　克也

理・工（材料系）

第1期（昇格） 25 29 極限宇宙研究拠点
Core of Research for Energetic
Universe

理学研究科
教授　深沢　泰司

理・工（材料系）

第1期（昇格） 25 29

基礎研究を畜産技術開発につな
げるトランスレーショナル型研究
拠点-日本型(発)畜産・酪農技術
開発センター-

The Research Center for Animal
Science

生物圏科学研究科
教授　吉村　幸則

理・工（生物系）

第3期 27 28
窒素循環エネルギーキャリア（N
キャリア）研究拠点

Research Center for Nitrogen
Recycling Energy Carrier

先進機能物質研究センター
教授　小島　由継

理・工（材料系）

第3期 27 28
うつ病の革新的診断・治療法開
発研究拠点

Research Center for Innovative
Diagnosis and Treatment of
Depression

医歯薬保健学研究科
教授　山脇　成人

医療系

第2期 26 26 社会実装指向型HiSENS拠点 HiSENS Research Center
工学研究科
教授　石井　抱

理・工（材料系）

第1期 25 26 クロマチン動態数理研究拠点
Research Center for the
Mathematics on Chromatin Live
Dynamics

理学研究科
教授　楯　真一

理・工（生物系）

第1期 25 26 ゲノム編集研究拠点
Research Center for Genome
Editing

理学研究科
教授　山本　卓

理・工（生物系）

第1期 25 26 肝臓・消化器研究拠点
Liver Research Project Center in
Hiroshima

医歯薬保健学研究科
教授　茶山　一彰

医療系

インキュベーション研究拠点（15拠点）
期 公募年度 認定年度 拠点名称（日） 拠点名称（英） 拠点リーダー 分野

第5期 29 30
ダイバーシティ＆インクルージョ
ン科学の構築と実践のための研
究拠点

Developing science and
technology for diversity and
inclusion

総合科学研究科
教授　坂田　桐子

人文・社会・教
育

第5期 29 30
バイオジェニックナノマテリアル
融合研究拠点

Consolidated research for
biogenic nanomaterials

先端物質科学研究科　准教授
岡村　好子

理・工（材料系）

第5期 29 30 ＭＢＲ拠点 MBR Center
工学研究科
教授　大下　浄治

理・工（材料系）

第4期 28 29 教育ヴィジョン研究センター
Educational Vision Research
Institute

教育学研究科
教授　草原　和博

人文・社会・教
育

第4期 28 29 「光」ドラッグデリバリー研究拠点
Hiroshima Drug-Delivery
Research Center Using
Photoirradiation

理学研究科
教授　安倍　学

理・工（材料
系）、医療系

第4期 28 29
プレート収束域の物質科学研究
拠点

Hiroshima Institute of Plate
ConvErgence Region Research

理学研究科
教授　井上　徹

理・工（材料系）

第4期 28 29
次世代を救う 広大発 Green
Revolution を創出する植物研究
拠点

The Research Core for Plant
Science Innovation

生物圏科学研究科
教授　和崎　淳

理・工（生物系）

第3期 27 28 広島大学医療経済研究拠点
Hiroshima Institute of Health
Economics Research

社会科学研究科
准教授　角谷　快彦

人文・社会・教
育

第3期 27 28 エネルギー超高度利用研究拠点 Advanced Core for Energetics
工学研究科
教授　西田　恵哉

理・工（材料系）

第3期 27 28 機能性ナノ酸化物研究拠点
Center for Functional Nano
Oxide

工学研究科
准教授　定金　正洋

理・工（材料系）

第3期 27 28
創発的物性物理研究拠点 -対称
性の破れから量子位相へ-

Center for Emergent
Condensed-Matter Physics in
Hiroshima University

理学研究科
教授　木村　昭夫

理・工（材料系）

第2期（継続） 26 26
スマートバイオセンシング融合研
究拠点

Integrated Research Center for
Smart Biosensing

先端物質科学研究科
教授　黒田　章夫

理・工（材料系）

第2期（継続） 26 26
日本食・発酵食品の革新的研究
開発拠点　− 日本食の機能性開
発センター −

The Research Center for
Japanese Foods

生物圏科学研究科
教授　島本　整

理・工（生物系）

第1期（継続） 25 26
緊急被ばくに即時対応できる再
生医療研究拠点

Center for Regenerative Therapy
for Immediately Responsive to
Radiation Emergency Medicine

原爆放射線医科学研究所
教授　東　幸仁

医療系

第1期（継続） 25 26 広島大学健康長寿研究拠点
Hiroshima Research Center for
Healthy Aging

先端物質科学研究科
教授　河本　正次

医療系



支援が終了したインキュベーション研究拠点（6拠点）

期 公募年度 認定年度 拠点名称（日） 拠点名称（英）
拠点リーダー（身分は終了時の

もの）
分野

第2期 26 26
広島の知と経験を基盤とした実
践的平和構築学確立のための
研究拠点

Hiroshima Active Peacebuilding
Research Initiative

社会科学研究科
教授　吉田　修

人文・社会・教
育

第2期 26 26
高機能難加工材の製造・先端加
工システム開発による革新的も
のづくり研究拠点

Hiroshima Novel Manufacturing
Research Center

工学研究科
教授　篠崎　賢二

理・工（材料系）

第2期 26 26
本能行動の発現メカニズムに関
する総合科学研究推進拠点

Interdisciplinary Research
Center for Instinctive Behavioral
Science

総合科学研究科
教授　浮穴　和義

理・工（生物系）

第2期 26 26 環境共生スマート材料研究拠点
Center of Research for
Environmentally Friendly Smart
Materials

工学研究科
教授　大下　浄治

理・工（材料系）

第1期 25 26 統計科学研究拠点 統計科学研究拠点
社会科学研究科
教授　山田　宏

人文・社会・教
育

第1期 25 26 学習システム促進研究センター 学習システム促進研究センター
教育学研究科
教授 湯澤　正通

人文・社会・教
育



 

第９９回  学長定例記者会見 発表事項２    

 

平成３０年６月２１日 

 

中央図書館の利便性を向上します 

 

 

広島大学中央図書館では、学生・教職員の教育研究環境の向上のため平成

３０年度４月より順次以下のサービス向上を図っております。 

 

１．午後 12 時まで開館時間を延長 

 ４月９日より、授業期間中の月曜日から金曜日について、午後１０時まで

の開館だったところを午後１２時までと開館時間の延長を行っています。開

始当初の午後１０時以降の利用者は１日あたり２００人前後でしたが、試験

期間中には同４００人を超す利用となりました。 

 

２．東広島市立図書館資料の受け取り返却サービスの開始 

 ４月９日より、東広島市立図書館７館で所蔵する資料を中央図書館で受取

りと返却ができるサービスを開始しました。資料の貸出しを東広島市立図書

館ホームページより予約すると、一括して配送され毎週金曜日以降に中央図

書館で受け取ることができようになりました。また、資料の返却も中央図書

館カウンターへ持ち込むことで行えます。利用状況は、４月に１６冊、５月

に５７冊となっています。 

 

３．カフェコーナー（la la la Café）を７月２日よりオープン 

 中央図書館は、開館時間延長に伴い７月２日（月曜日）よりカフェコーナ

ーをオープン（午後 20:15～23:30）します。生協等の施設が閉まった後で

もリフレッシュできる空間を図書館の入口に設置し、効果的に教育研究活動

を進めてもらうことを目的としています。 

  
【お問い合わせ先】 

財務・総務室 

図書学術情報普及グループ  福山 栄作 

TEL:082-424-6221  FAX:082-424-6204 

 



第９９回  学長定例記者会見 お知らせ事項１   

 

平成３０年６月２１日 

 

平成 30 年度精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 

公開シンポジウムを開催いたします 

 

 

感性イノベーション拠点では『平成 30 年度 精神的価値が成長する感性イ

ノベーション拠点 公開シンポジウム（東京）』を開催いたします。 

 

今年度は「感性研究の成果を社会実装に繋げる」をテーマとして、フェーズ

2（平成 28 年度～30 年度）までの取り組み・成果と社会実装に向けた開発

状況をご報告いたします。 

本シンポジウムでは、文部科学省 革新的イノベーション創出プログラム

（ＣＯＩ ＳＴＲＥAＭ）ガバニング委員会 小宮山 宏委員長（三菱総合研究

所理事長）による特別講演を予定しております。特別講演では、「新ビジョン

2050」から見た感性イノベーション拠点への期待などをお話しいただきます。 

感性イノベーション拠点では、感性という切り口で社会に新たなイノベーシ

ョンの創出を目指しております。本事業に関わりのない方や一般の方も含め、

本拠点の取り組みに関心をお持ちの多くの皆様からのご参加を心よりお待ち

しております。 

  

記 

 

【日 時】 平成 30 年 6 月 29 日（金） 13：00～17：25 

（開場 12：30） 

【場 所】 東京コンベンションホール 

（〒104-0031 東京都中央区京橋 3 丁目１－１ 

東京スクエアガーデン５階） 

※京橋駅直結、東京駅八重洲南から徒歩５分 

【定 員】 200 名程度 

 

 

【お問い合わせ先】 

社会産学連携室  

社会連携グループ 感性イノベーション拠点担当  児玉  

Tel：082-257-1737 FAX：082-257-1723 

 発信枚数：Ａ４版 2 枚（本票含む） 



感
性
研
究
の
成
果
を

社
会
実
装
に
繋
げ
る

文部科学省　革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）
科学技術振興機構　センター ・ オブ ・ イノベーション（COI）プログラム

広島大学感性イノベーション研究推進機構
〒734-8551　広島市南区霞 1-2-3
TEL︓082-257-1737

〒104-0031　東京都中央区京橋三丁目1-1　東京スクエアガーデン5階
※京橋駅直結、東京駅八重洲南から徒歩５分

平成 30 年度
精神的価値が成長する感性イノベーション拠点

東京コンベンションホール

2018.6.29（Fri）
13:00-17:25

公開シンポジウム
（開場12:30）

Program

13:00-　 開会の挨拶
          　  来賓挨拶

13:20-　 成果発表

広島大学 学長　越智 光夫

- 文部科学省
- COIビジョン2 ビジョナリーリーダー　小池 聡

参加申し込みはこちらから

◀ QR コードからもアクセスできます
感性イノベーション拠点 で検索

16:35-　 特別講演

17:20-　 閉会の挨拶
感性イノベーション研究推進機構
機構長、マツダ株式会社 技術研究所 技監　農沢 隆秀
副機構長、広島大学 特任教授　山脇 成人

感性COI拠点における取り組み概要

社会実装に向けた技術開発

感性・知覚の可視化の研究成果

研究成果の社会実装開発

感性イノベーション研究推進機構 機構長
マツダ株式会社 技術研究所 技監　農沢 隆秀

- 感性の可視化　　広島大学 社会産学連携室 准教授　笹岡 貴史
- 注意の可視化　　京都大学 大学院医学研究科 教授　伊佐 正

新ビジョン2050から見た感性イノベーション拠点への期待
    COI STREAMガバニング委員会 委員長、株式会社三菱総合研究所 理事長　小宮山 宏

- 概要　　感性イノベーション研究推進機構 機構長補佐
　　　　　    マツダ株式会社 技術研究所 革新研究創成部門 研究長 兼 上席研究員　坂本 和夫

- 不可視光による心拍変動センシング用顔カメラの開発　　静岡大学 電子工学研究所 教授　川人 祥二

- 感性フィードバック制御系の設計　　広島大学 大学院工学研究科 教授　山本 透

- 共感コミュニケーション　　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

- 概要　　感性イノベーション研究推進機構 実用化推進チームリーダー
　               広島大学 社会産学連携室 特任准教授　道田 奈々江
- コベルコ建機株式会社
- TOTO株式会社
- サッポロホールディングス株式会社
- マツダ株式会社



第９９回  学長定例記者会見 お知らせ事項２   

 

平成３０年６月２１日 

 

異文化交流会の開催について 

 

 

広島大学は、全学生、教職員を対象に「異文化交流会」を、下記のとお

り開催します。 

 食に関する多様な背景を持つ学生等に配慮し、全構成員が参加できるよ

うに、開催に当たっては、オタフクソース株式会社（代表取締役社長 佐々

木直義氏）の協力により、同社が開発しハラル認証を取得した「お好みソ

ース」をご提供いただくとともに、お好み焼きを広く世界に普及させるこ

とを目指す「一般財団法人お好み焼アカデミー」（代表理事 佐々木茂喜氏）

より、ハラルやベジタリアンにも対応したお好み焼きをご提供いただくこ

ととなっております。 

また、株式会社やまだ屋（代表取締役：中村靖富満氏）の協力により、

ハラル認証を取得済みの「もみじ饅頭」及び「杓子せんべい」をご提供い

ただくとともに、東広島自動車学校を運営する中国産業株式会社（代表取

締役社長：福居裕晃氏）より、飲料水などをご提供いただく予定です。 

この催しを通して、異文化交流や異文化理解が一層深化することを期待

しています。 

 

記 

 

 【日 時】 ６月２５日（月）１２：１５～１４：００ 

 【場 所】 広島大学 大学会館１階 大集会室 

       （東広島市鏡山一丁目４番５号） 

 【対 象】 広島大学の学生、教職員 

 

【お問い合わせ先】 

国際室国際部 

国際交流グループ  吉盛 

TEL:082-424-6184  FAX:082-424-4545 
 

 



日時：6月25日（月）,12:15-14:00

場所：東広島キャンパス 大学会館1階

広島大学の構成員（学生，教職員）は誰でも
無料で参加できます！

鉄板は厳重に洗浄されていますが，新しいものではありません。
ご理解の上，ご参加ください。

広島の味を楽しむ交流会を開催します。
会場には,お好み焼きや もみじ饅頭・杓子せんべい・飲み物など
(ムスリム・ベジタリアン学生用の食事あり)を準備しています。
皆様のご参加をお待ちしております！

問合せ先:

広島大学国際交流グループ(学生プラザ3階)

Email: kokusai-ryugaku@office.hiroshima-u.ac.jp



DATE： June 25th (Mon) 2018, 
12:15pm-2:00pm

VENUE: University Hall(“Ｄａｉｇａｋｕ Kaikan”)
(1st fl.), Higashi-Hiroshima Campus

* NO application is required and ANY Hirodai member
(students and staff)can join the event for FREE!

Join us for our upcoming cultural exchange event to enjoy 
Hiroshima foods such as Okonomiyaki, Momiji manju, 
Shakushi Senbei, drink and more (foods for Muslim 
students and vegetarian students will be available, too)! 

We are looking forward to your participation !

* The griddles to be used will be strictly cleaned, but NOT new ones.

We appreciate your understanding.

Inquiry:

International Exchange Group

(Student Plaza 3F)

E-mail: kokusai-ryugaku@office.hiroshima-u.ac.jp



Engineering

Biosphere

Science

Student Plaza

IDEC

地図／Map

大学会館
University Hall

(1st floor)



第９９回  学長定例記者会見 お知らせ事項３   

 

平成３０年６月２１日 

 

「２０１８ゆかたまつり」を開催 

「後ろ髪惹かれる浴衣、あなたもきっと」 

 

「２０１８ゆかたまつり」を７月８日（日）に開催します。 

 

ゆかたまつりは、今年で２３回目を迎え、広島大学の夏の風物詩としてす

っかり定着しました。広島大学学生の大学祭実行委員会と、周辺住民の下見

学生街ゆかたまつり実行委員会と下見商店会の共催により例年この時期に

開催しています。学生のみならず、地域住民の方々をはじめとする多くの方

に楽しんでいただける祭りになるように、準備を進めています。 

 

学生企画としては、「ステージ企画」、「屋内外企画」及び「模擬店」の３

種類を予定しています。今年も、広島大学の学生サークルを中心に特設ステ

ージにての様々な企画や演奏、日頃の活動の発表や展示、パフォーマンス、

フリーマーケットなども行う予定です。 

また、蒸し暑い日々にヒヤリとする涼しさを求める方には今年も大好評の

「おばけ屋敷」を企画しております。 

さらに、当日に浴衣で来場されたお客様には模擬店で割引などが受けられ

る場合があります、併せて浴衣の着付け教室も開催いたしますので、是非浴

衣を着て足をお運びください。 

  

記 

 

 日 時：７月８日（日）１０：００～２０：００ 

 場 所：総合科学部周辺 

     （東広島キャンパス） 

 テーマ：後ろ髪惹かれる浴衣、あなたもきっと  

 

【お問い合わせ先】 

教育室教育部 

学生生活支援グループ  畠堀 

TEL:082-424-6143、FAX:082-424-6159  




