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平成 年度文部科学省の﹁科学技術人材育成費補助事業﹃ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ︵牽引

を新設し︑女性研究者の海外渡航費

の全般︶を取得し︑研究などに利用

動物・微生物など遺伝子を有するも

する場合のルールとして﹁ＡＢＳ指

を助成

このＡＢＳ指針に関して統括する

針﹂が公布された︵８月 日発効︶
︒

て﹁いろは﹂や学内メールで周知す

組織としてＡＢＳ推進室を設置する

◆対象者の公募など︑詳細は追っ

るほか︑９月 日︵金︶午前中に学

内説明会を開催予定︒

遺伝資源の利用を総括

遺伝資源の取得の機会︵ Access︶

Ｓ推進室﹂を設置した︒

８月 日︑本学に﹁広島大学ＡＢ

⑆ᴾᴾᴾ⑇ਖ਼ᡶܴ⏅ᚨፗ

型︶
﹄
﹂に本学の取り組みが採択された︒今後６年間︑本学は地域の研究・教育拠点としてリーダーシップをとり︑
ダイバーシティ研究環境の実現や女性研究者の研究力向上などを目指す︒

研究力の向上を一体的に推進するた 働し︑ダイバーシティ研究環境の実

ため︑広島大学ＡＢＳ規則を７月

日付で制定した︒推進室では︑本学

におけるＡＢＳ事案に対応するため

ＡＢＳ推進室は︑理学研究科︑先

の中心的な役割を担う︒

端物質科学研究科︑医歯薬保健学研

研究支援開発センター︑両生類研究

究科︑生物圏科学研究科︑自然科学

る︒業務は︑利用する遺伝資源が名

センターなどの教員により構成され

属性や価値観︑知識の多様性を積

と︑その利用から生ずる利益の公正

めの優れた取り組みを支援する︒本 現︑女性研究者数︑女性上位職数の

が企業などの連携機関とともに事業 事業期間は平成 年度までの６年間︒ かつ衡平な配分︵ Beneﬁt-Sharing︶

愛登さんが

晴天に恵まれる

オープンキャンパス

で行う︒

て︑学術室学術部学術支援グループ

ど︒事務処理は関連部署の協力を得

あ り︑ Access and Beneﬁt-Sharing や遺伝資源利用者への指導助言な
いる︒

の頭文字をとってＡＢＳと呼ばれて

国が５月に批准した﹁生物多様性

チが良かっ

属福山高校

受賞した︒

８月 日〜 日にオープンキャン

参加者数は延べ３万９１５５人と

パス２０１７を開催した︒

本学のキャンパ

なり︑晴天のなか︑多数の参加者が

年は熱中症対策

スを訪れた︒今

発信のため︑ボ

と広大ブランド

トルウォーター

行った︒

の無料配布も

﹁広島大学銘水﹂

条約に関する名古屋議定書﹂
に伴い︑

最終日の表彰式では︑成績上位者

に金賞・銀賞・銅賞および特別賞各

験試験優秀

たで賞︶
﹂

２年の田中
本大会は︑高校生などを対象にし 研究室訪問や交流会などを通じ︑生

浅島国際生物学オリンピック
委員会委員長︵右端︶と
金賞受賞者 人

賞が授与された︒特別賞のうち﹁実

解答賞︵分
類・系統学

学オリンピック日本委員会︶が本学

は︑本学附

部門スケッ

で開催された︒全国の予選を勝ち上 大会の挑戦者は３８４９人にものぼ

７月に全国各地で実施された予選

本選︵広島大会︶
﹂
︵主催／国際生物 人︶の国内予選も兼ねる︒

がった高校生など 人が出場し︑３ った︒本選大会では︑国際生物学オ

ほか︑両生類研究センターの見学︑

た全国規模の生物学に関するコンテ 物学研究者や参加者同士の交流を深

実験技術を競い合った︒

古屋議定書の適用を受けるかの判断

み︑社会が複雑化する中で︑研究環

●育児・介護などライフイベント

︻具体的な取り組み例︼

を配置

の活躍促進を牽引することが期待さ 中の女性研究者に対して研究支援員
れる︒

●女性研究者を研究代表者とする

は︑生物多様性の重要課題の１つで

を推進し︑自治体や民間企業などと

本事業は︑男女を問わず研究者が

の実現が急務となっている︒

本学は︑共同実施機関であるマツ

ダ株式会社︑デルタ工業株式会社︑ 共同研究に対して研究費を助成

研究活動と出産・子育て・介護など

29

スト︒２０１８年夏にイランで開催 める多彩なプログラムを実施した︒

10

活用する
﹁ダイバーシティ研究環境﹂ 協力して︑地域における女性研究者

学が採択された﹁牽引型﹂は︑大学 増加を目指す取り組みを展開する︒

20

境においても多様な価値観や能力を

極的に活かす﹁ダイバーシティ﹂
︒
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29

●女性研究者海外研究奨励賞︵仮︶ 海外︵批准国︶から遺伝資源︵植物・

のライフイベントを両立できる環境

22

泊４日の合宿形式で生物学の知識や リンピックを模した実験試験４問の

80

18

一般財団法人国際開発センターと協

⍤ ༏ᴾ᧭ὲμ⎼⍾᭗ఄဃ⎼ᨼኽ

19

﹁日本生物学オリンピック２０１７ ック﹂に出場する日本代表選考︵４

８月 日︵土︶〜８月 日︵火︶
︑ される﹁第 回国際生物学オリンピ

⍫
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情報科学部および総合科学部国際共創学科を平成
30 年４月に設置することが決定した。また、工学部
を平成 30 年４月に改組することも決定した。
今後は、学生募集を本格的に開始する。

を整備するとともに︑女性研究者の

工学部

新設
決定
改組
情報科学部
総合科学部国際共創学科

17

34

グローバル化・少子化・高齢化が進

18

「飲まずに持って帰ります！」という高校生も

20

29

文科省事業
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式会社︑
株式会社サタケ︶も見学し︑
同賞は︑女性自ら先導し︑あるい

広島の歴史や産業も学んだ︒最終日 は女性の活躍の場を広げることに
は研究科説明会を開催し︑研究科の よって︑社会全体の活力向上に貢献

年度に創設︒募集要領は次のとお

平成 年度
情報セキュリティ研修
教職員を対象とした情報セキュリ
ティ研修を９月 日
︵金︶
︑日
︵月︶
︑

ᴾᴾᴾ

ᴾᨥ⇛∄⒲⇟⇕⒲∑
紹介や留学生・修了生のプレゼンテ した個人・団体を顕彰するため平成
疑応答を行った︒フェアウェルパー りで︑自薦・他薦を問わず多くの応

ーション︑留学情報の提供および質

ティーでは︑参加者は本学学生や教 募を募集中︒
れを惜し
みつつも

ᲫᲪஉᲫଐᲢଐᲣ
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日︵火︶
︑ 日︵金︶に開催する︒

本研修は︑情報セキュリティに関
する意識の向上︵Ａコース︶および
知識の習得︵Ｂコース︶を目的とし︑

地域の個人または団体 ❷男女共同

ス﹁ランサムウェア︵身代金要求型

リティ対策について﹂およびＢコー

今年度は︑Ａコース﹁情報セキュ

平成 年度から実施している︒

参画社会の構築において顕著な研究

ろう﹂をテーマに︑東広島キャンパ

ウイルス︶と標的型攻撃の対策を知

を６回︑Ｂコースを４回実施する︒

スおよび霞キャンパスで︑Ａコース

したと認められる中国四国地域の研

力向上を先導した女性
︻募集締切 ︼ 月 日︵金︶

◆ 応 募 書 類 な ど︑詳 細 は ウ ェ ブ サ

äᇹᲫᲫׅțȸȠǫȟȳǰȇȸ
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ス ９月 日︵月︶ 時〜総合科学
研究科第二会議室 ●霞キャンパス
９月 日︵月︶ 時〜／社会・基礎

ᲫᲫஉᲫᲫଐᲢםᲣ äᩢᅛ
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研究ネットワーキング協定︵シンガ

物圏科学研究科︱全南大学校水産海

ポール︶／平成 年８月３日 ▼生

９日

洋大学︵大韓民国︶／平成 年８月

年 ８ 月３ 日

︻部局間国際交流協定︼ ▼社会科学

大 学︵ 中 国 ︶／ 平 成

洋理工大学経済成長センター等との

日〜８月 日までにご寄附をいただき︑公開について承諾いただいた方を掲載

▼越智 光夫 様
▼医療法人 KOC
金谷整形外科クリニック
理事長 金谷 篤 様
▼株式会社紀陽
代表取締役社長 寒川 起佳 様
▼株式会社総合広告社
代表取締役副会長 坪井 高義 様
▼株式会社にしき堂
代表取締役 大谷 博国 様
▼株式会社バルコム
代表取締役 山坂 哲郎 様
▼株式会社やまだ屋
代表取締役 中村 靖富満 様
▼佐々木 清 様
▼佐藤 崇文 様
▼佐藤 利行 様
▼下中 正司 様
▼大正富山医薬品株式会社
代表取締役社長 藤田 憲一 様
▼丹根 一夫 様
▼長尾 浩樹 様
▼中崎 俊三 様
▼中村 英雄 様
▼橋本 傳一 様
▼林 睦雄 様
▼原田 久 様
▼桧垣 哲基 様
▼福間 晃信 様
▼松井 英次 様
▼丸山 博文 様
▼明神 宣之 様
▼ミリアグループ株式会社
代表取締役 沼田 和宏 様
▼山本 裕之 様
︵五十音順︶

広島大学基金寄附者
ご厚意に深く感謝申し上げます︒

▼猪原 和弘 様
▼医療法人 S.R.C.
中光整形外科リハビリクリニック
院長 中光 清志 様
▼医療法人エム・エム会
理事長 白川 泰山 様
▼医療法人おち眼科医院
理事長 越智 温子 様
▼医療法人社団楓会 林病院
理事長 林 淳二 様
▼医療法人社団慈恵会いまだ病院
院長 大杉 健 様
▼医療法人社団仁慈会
理事長 安田 克樹 様
▼医療法人社団
スマイル博愛クリニック
理事長 髙杉 啓一郎 様
▼医療法人社団清流会
理事長 永井 賢一 様
▼医療法人社団
ひかり会木村眼科内科病院
理事長 木村 徹 様
▼医療法人社団マッキー
理事長 松木 啓 様
▼医療法人社団まりも会
理事長 平松 廣夫 様
▼医療法人昭和原田整形外科病院
理事長 原田 昭 様
▼医療法人せいざん青山病院
院長 大村 泰 様
▼医療法人明笑会
理事長 安本 正徳 様
▼大谷 美奈子 様
▼小谷 泰三 様
▼オタフクソース株式会社
代表取締役社長 佐々木 直義 様

※平成 年７月

● 締結した協定

︻大学間国際交流協定︼ ▼天津科技

ト︑研修等︵学内開催︑本学主催︶
﹂

◆詳細は﹁いろは↓︻学内︼イベン

多数の参加を望む︒

められる個人または団体 ❹自ら活

究者 ❸女性の活躍を支援したと認

業績を挙げた︑または指導的働きを

を行っていると認められる中国四国

活躍促進において先進的な取り組み

❶男女共同参画の推進および女性の

︻授与の基準︼

協定校などの学生・若手研究者を招

生物圏科学国際サマースクールを開

同スクールは︑大学院生や若手研
一層の交

催した︒

究者がグローバルな視野で生物圏科
流を深め

年から開催してい
た︒

学領域の知識と技術を共有すること
を目的に平成
る︒今年度は︑韓国︑台湾︑インド
ネシア︑ベトナム︑タイ︑フィリピ

ͅ‒ᙀ ᎍ Ѫ ᨼ ≆

ン︑
スリランカから 人が参加した︒
参加者は︑研究室訪問や希望に応
じた専門的プログラムワーク
︵水産・

⒓∇⇥⇡⇙⇊⇈ច⒔

海洋生物学︑動物生産科学︑食品化
学・栄養学︑応用分子生物学︶に参⅙ ‒ ‒ ࠼ࣱ̟ڡܖٻᡶច
加し︑学生アシスタントとともに高
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医学棟２Ｆセミナー２

日︵月︶ま

ックスリーダー育成プログラムは︑ 年 月 日︵月︶〜 日︵金︶
月

月８日︵金︶〜

◆詳細はウェブサイトに掲載

︵予定︶
を提供︒
﹁放射線災害医療﹂コース 日︵水︶

３コースによる分野融合型専門教育 ︻合格者の発表︼ 平成 年１月

能環境保全﹂
﹁放射能社会復興﹂の ９日︵土︶
︵推薦は９日のみ︶

グラムは﹁放射線災害医療﹂
﹁放射 ︻第二次選抜︼

する︵オンライン出願可︶
︒同プロ でに結果通知

平成 年 月に入学する学生を募集 ︻第一次選抜︼

11

12

度な研究技術・知識を学んだ︒世界

ᲳஉᲬᲪଐᲢ൦Უ

22

18

職員と別

き︑７月 日からの７日間︑第 回

11

生物圏科学研究科では︑国際交流

29

今年度の広島大学女性活躍促進賞 イ ト に 掲 載 http://metasequoia. に掲載︒
hiroshima-u.ac.jp

ᲫᲫஉᲮଐᲢםᲣ

している︒

ᲫᲫஉᲫᲫଐᲢםᲣ äᩢȷிҘဋעғțȸȠǫȟȳǰȇȸ

遺産
︵平和記念公園︑
宮島・厳島神社︶﹁メタセコイア賞﹂の候補者を募集

äᏋᄂᆮᚸᜭ˟

や食品関連企業︵オタフクソース株

ᲳஉᲫᲳଐᲢ້Უ
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16

11
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24

放射線災害復興を推進するフェニ ︻出願期間︼●推薦・一般 平成

⍤⍤⍤ 
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11

10

http://phoenixprogramlp.

研究科・社会経済システム専攻︱南

29

では︑
﹃放射線災害から生命を護る
医師枠﹄推薦入試を実施する︒

29

29

26
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13

︻入試説明会︼●東広島キャンパ hiroshima-u.ac.jp/

16

9/1 ほか
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■
９月〜１１月

■ 行事カレンダー

10

フェアウェルセレモニーでの集合記念写真

10
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2017 年（平成 29 年）9 月 1 日（金曜日）
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