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2008/4/19
佐賀=肥前杜氏の現在・過去・未

来
http://www.cbc.saga-u.ac.jp/

唐津市肥前町の「肥前杜氏」所属の
現役・引退杜氏を迎えての報告討論会

海浜台地生物環境研究セ
ンター

（唐津市が後援）

海浜台地生物
環境研究センター

50

2008/5/11
シンポジウム　消費者行政の中
身を問う－消費者が主役の行政

組織を目指して－

http://www39.atwiki.jp/consum
ersforum/pages/1.html

消費者行政のあり方について、佐賀県
選出国会議員(原口氏、広津氏)、日弁
連消費者問題対策委員長・吉岡氏、全
相協理事長・下谷内氏、NPO法人代表・

原氏をパネラーとするシンポジウム
(コーディネーター・岩本)

佐賀消費者フォーラム
(後援…佐賀県弁護士会、
佐賀県司法書士会、NPO
法人消費生活相談員の会

さが、コープさが)

メートプラザ 約100

１．黄河流域観測圃場における土壌水
分および塩分移動-中国黄土高原にお
ける農業の問題点-

２．地域農業と食品製造業によるソー
シャル・マーケティング
３．西日本におけるカブモザイクウイル
ス集団の遺伝構造
　-農作物にもエイズやインフルエンザ
みたいな病原体があるよ-
４．佐賀特産食品でメタボリックシンド
ロームを予防する

2008/8/24 緩和ケアの目指すもの
緩和ケアについての市民公開シンポジ

ウム
佐賀大学医学部附属病院 佐賀市民会館 800

2008/09/25,26 第２５回センシングフォーラム
http://casplab.dmt.ibaraki.ac.jp/

sice/25thsf/index.html

センシング技術をキーワードとして，
SICEの幅広い計測分野での技術交流・
情報交換を行う場として位置づけられて

いる

計測自動制御学会
佐賀大学・本庄キャ

ンパス
９４
net.

　　　平成２０年度開催シンポジウム

2008/6/21
循環型社会へ向けた食料生産・
加工・消費システムの研究・開発

佐賀大学農学部
佐賀大学農学部

大講義室
150
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　　　平成２０年度開催シンポジウム

2008/9/25
平成19年度　全国共同利用研究
成果発表会

http://www.ioes.saga-
u.ac.jp/event/20080925.html

H19年度に行われた全国共同利用研究
の成果発表　計11件の講演

海洋エネルギー研究セン
ター

海洋エネルギー研
究センター　伊万里
サテライト

47

2008/9/26
海洋エネルギーシンポジウム
2008(OE2008)

http://www.ioes.saga-
u.ac.jp/event/20080926.html

海洋エネルギーに関する研究者による
研究発表　計2件基調講演との計10件
の一般講演

海洋エネルギー研究セン
ター

海洋エネルギー研
究センター　伊万里
サテライト

40

2008/10/11
佐賀大学「ひともの作り唐津」プ
ロジェクト第1回公開シンポジウ

ム
http://karatsup.pd.saga-u.ac.jp

低迷する唐津焼の再生を目指して、こ
れからの唐津焼産業の若い担い手が、
多様な思考と体験を基に、唐津焼を持
続した活力のある産業とするため、本学
が唐津市や唐津焼協同組合と連携し始
動したプロジェクトの方向性を議論す

る。

佐賀大学 佐賀県立九州陶磁 80

2008/10/13 「来てみんしゃい！佐賀大学へ」 国際協力活動を教育に生かす
地域・国際保健看護学講

座
臨床大講堂 120

2008/11/20

佐賀消費者フォーラム５周年記
念

シンポジウム－首長と語る『消費
者行政の未来』－

古川知事、北島佐賀市長、日本女子大
学准教授・細川幸一氏、国民生活審議
会委員・原まさ代氏をパネラーとするシ

ンポジウム

主催・佐賀消費者フォーラ
ム

後援…佐賀大学、佐賀
県、佐賀市、武雄市、県弁
護士会、県司法書士会、
NPO法人消費生活相談員

の会さが、コープさが

佐賀市文化会館 約100

2008/11/20
One Day Workshop on
Differential Geometry

http://www.ms.saga-
u.ac.jp/~cheng/

微分幾何学 佐賀大学
佐賀大学理工学部６

号館２０５室
約20

2008/12/19 統合認証シンポジウム2008
http://www.cc.saga-

u.ac.jp/ias/

情報システム間で利用者情報を共有す
る統合認証システム及びその利活用に
関するシンポジウム

佐賀大学総合情報基盤セ
ンター

佐賀大学理工学部
大学院棟101

87

2008/12/20
情報系センターの大学での役割

と今後
http://www.cc.saga-

u.ac.jp/20Anniversary/

佐賀大学情報処理センター設置から20
周年を記念し、情報系センターの大学で
の役割と今後について討論するシンポ
ジウム

佐賀大学総合情報基盤セ
ンター

佐賀大学理工学部6
号館多目的セミナー
室

43
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　　　平成２０年度開催シンポジウム

2008/12/29

アジア諸国の経済発展と人的資
源育成―日本の協力の回顧と展

望

URLhttp://www.eco.saga-
u.ac.jp/index.php?2008%C7%AF%
2F%A5%A2%A5%B8%A5%A2%BD%
F4%B9%F1%A4%CE%B7%D0%BA%
D1%C8%AF%C5%B8%A4%C8%BF%
CD%C5%AA%BB%F1%B8%BB%B0
%E9%C0%AE%A1%BE%C6%FC%CB
%DC%A4%CE%B6%A8%CE%CF%A
4%CE%B2%F3%B8%DC%A4%C8%C

5%B8%CB%BE●PDF

経済学部、　ラタナーヤカ・
ピヤダーサ

佐賀大学、菱のみ会
館

60

2009/1/31 裁判員制度講演会
裁判員制度についての講演および討論

会
日本学術会議九州・おき

な地区会議
経済学部４号館 200

2009/2/14 廃棄物の無害化・再資源化 成果報告会 資源循環ｼｽﾃﾑの開発 DC棟２F 27

2009/2/28
第4回アジア農業の研究

に関する国際シンポジュウム

アジアにおける地域資源の循環活用型
持続的農業と関連食品産業の発展条

件
報告者：日本、インドネシア2人、スリラ

ンカ、バングラデシュ、中国

主催：鹿児島大学大学院
連合農学研究科、

共催：佐賀大学農学部、食
農資源経済学会

佐賀大学菱の実会
館

40

2009/3/5.6
電子情報通信学会ソフトウェア工

学研究会
http://sdlab.sys.wakayama-

u.ac.jp/ss/
ソフトウェアサイエンスに関する研究発

表会
電子情報通信学会

理工学部7号館AV
講義室

40

2009/3/20-23
Global Analysis and Differential

Geometry
http://www.ms.saga-

u.ac.jp/~cheng/
微分幾何学と大域解析学 佐賀大学

佐賀大学理工学部６
号館３１０室

約４０

2009/3/26
2009海洋エネルギーに関する国
際セミナー

http://www.ioes.saga-
u.ac.jp/event/20090326program
.html

海外招待者３名による海洋エネルギー
に関する基調講演

海洋エネルギー研究セン
ター

海洋エネルギー研
究センター　伊万里
サテライト

50

2009/3/27
佐賀大学海洋エネルギー研究セ
ンター年度末成果発表会

http://www.ioes.saga-
u.ac.jp/event/20090326program
.html

海洋エネルギー研究センターのH20年
度の研究成果発表　計７件の講演

海洋エネルギー研究セン
ター

海洋エネルギー研
究センター　伊万里
サテライト

59

2009/3/28 美術・工芸系の可能性
地域特有の人的・物的資源を生かした

美術教育創造の可能性の探究
美術科教育学会

佐賀大学教養教育２
２１番

150
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