
 

 
報道関係者 各位                                2014 年 2 月吉日 

                           国立大学法人 東京農工大学 
 

イタリア・フィレンツェ大学及び台湾・国立交通大学との 
包括的相互協力協定締結「記者説明会」のご案内 

■2014 年 2月 26日(木) 午前 11時～ 

■会場：東京會舘 LEVEL 21(東京都千代田区大手町) 
 

拝 啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

本学の「グリーン・クリーン食料生産を支える実践科学リーディング大学院の創設」が採択されたことを契

機として、当該教育プログラムにおける多様な人材を育成し、輩出することを目的に研究交流のみならず、文

化的交流や教育的活動についての連携協力を深めるため、これまで、ボン大学、ローマ大学、コーネル大学及

び国際連合食糧農業機関（FAO）等の教育機関、世界的な組織と「包括的相互協力協定」締結を進めて参り

ました。 
この度、本学はイタリア・フィレンツェ大学、並びに台湾・国立交通大学と「包括的相互協力協定」を締結

する運びになり、来る 2 月 26 日(木)、午前 11 時より東京會舘 LEVEL 21 において、本学学長 松永 是、フィ

レンツェ大学 Mauro Agnoletti 教授及び台湾・国立交通大学 Ching Yao Huang 教授ら関係者出席のもと記

者説明の場を設けさせていただきます。 
当日は、学長より『リーディングプログラムを核とした本学の国際戦略、今後の展望』、本プログラムのコ

ーディネーターの千葉一裕教授よりこの 1 年間の取り組みや成果について、併せてご説明させていただきます。 
 
イタリア・フィレンツェ大学は、1321 年に設立された世界で最も古い大学の一つであり、現在 12 学部、約

6 万人の学生が学んでおり、実業界、政界のみならず芸術分野にも多くの人材を輩出している大学で、今回の

協定で、近い将来には単位互換も含めた本学との教育プログラムを構築し、交換留学や共同研究にも繋げて参

ります。 
一方、台湾・国立交通大学は、1958 年に設立された比較的新しい大学ですが、8 学部を持ち、実業家、エ

ンジニア、研究者を輩出している名門校で、これまで本学とは、教員同士の共同研究等の研究活動が主でした

が、今後はインターンシッププログラムや学生の短期・長期派遣、学生による共同研究へ繋げる予定です。 
 

また、午後より同会場にて＜リーディング プログラム シンポジウム＞を開催いたします(詳細別紙)。     
このシンポジウムでは『世界を先導するイノベーション人材』を育成するために、国内外の大学や研究機関、

民間企業とどのように連携・協力する必要があるのか、さらには『イノベーション人材を育成する大学の役割』

とは何であるのかを議論し、本学リーディングプログラムの今後の方向性と展望を示すものです。 
 
皆様、ご多忙中とは存じますが、記者説明会及びシンポジウムのご出席・ご取材を賜りますよう何卒よろし

くお願い申し上げます。また、シンポジウム終了後、17：00 より関係者及び報道関係の皆様との情報交換の

場も設けさせていただいておりますので、併せてご出席いただければ幸いです。 

なお、ご出席いただけます際は、大変お手数ではございますが、添付のファックス返信用紙にてご返信いた

だけますと幸甚です。 
敬具 

 



 

～リーディングプログラム 記者説明会及びシンポジウム開催概要～ 

（１）包括的相互協力協定に関する記者説明会 概要 
■日 時：2014 年 2 月 26 日（水）11：00～11：45（報道受付 10：30～） 
■会 場：東京會舘 LEVEL21 シルバールーム 
     東京都千代田区大手町 2-2-2 アーバンネット大手町ビル 21 階 
     ℡：03-5255-1515 

         ＊アクセス：地下鉄各線「大手町駅」A5、B2A 出口 徒歩 1～5 分 

               丸の内線、東西線、千代田線、半蔵門線、都営三田線） 

               ＪＲ東京駅丸の内北口… 徒歩 5～6 分 

■出席者：東京農工大学 学長 松永 是 
理事（教育担当副学長） 國見裕久 
理事（広報・国際担当副学長） 堤 正臣 
理事（総務・財務担当副学長）・事務局長 西村直章 
教授 千葉一裕 

イタリア・フィレンツェ大学 Prof. Dr. Mauro Agnoletti 
台湾・国立交通大学 Prof. Dr. Ching Yao Huang  他 

（２）リーディング プログラム シンポジウム～「世界を先導するイノベーション人材」～概要 

■会 場：東京會舘 LEVEL21 スタールーム 14：00 開始  ※使用言語：英語/同時通訳 
14:00～14:05 開会挨拶  東京農工大学 学長 松永 是 

14:05～14:10 来賓挨拶  文部科学省 

14:10～14:20 来賓挨拶  日本小売業協会 会長 土方 清 

14:20～14:50 活動報告  東京農工大学  

リーディングプログラムコーディネーター 教授 千葉 一裕 

14:50～14:55    （休憩） 

14:55～15:05 講演    カゴメ株式会社 取締役・常務執行役員 児玉 弘仁 
15:05～15:15 講演    国際連合食糧農業機関（FAO）日本事務所 所長 Dr. Mbuli Charles Boliko  
15:15～15:25 講演    ボン大学 農学部長 Prof. Peter Stehle 
15:25～15:35 講演    コーネル大学 農学部 Prof. B. Gillian Turgeon 
15:35～15:45 講演    フィレンツェ大学 農学部 Prof. Mauro Agnoletti 
15:45～16:05    （休憩） 
16:05～16:15 学生代表者による口頭発表 

16:15～16:45 パネルディスカッション 「イノベーション人材を育成する大学の役割」 
モデレーター：東京農工大学 教授 有江 力 
パネリスト： 台湾国立交通大学 教授 Prof.Dr.Ching Yao Huang 

アールト大学 教授 Prof. Ph.D. Esko I. Kauppinen 
ミラノ大学 教授 Prof. Graziano Zocchi 
ボン大学 教授 Prof. Dr. Florian M. W. Grundler 
カリフォルニア大学デービス校 Prof. Fadi Fathallah 
東京農工大学 学生 6 名 

16:45～16:55 講評    カリフォルニア大学デービス校 副学長 Prof. Jeffery C. Gibeling 
16:55～17:00 閉会挨拶  東京農工大学 副学長 國見 裕久 
 
17:00～19:00 情報交換会 
 
 
 

～本件に関するお問い合わせ先は下記にお願いたします～ 
東京農工大学 戦略企画課  

担当：坂 本/下 田 
Tel: 042-367-5645 

 
 



 

 

東京農工大学 行 

FAX 番号 042-367-5946 
 

諸準備の都合上、大変お手数ではございますが下記要項をご記入のうえ、FAX にて 2 月 25 日（火）までに、

ご返信くださいますようお願いいたします。 

プログラムは全て東京會舘 LEVEL21 にて行われます。 

＊東京農工大学戦略企画課 担当：坂 本/下 田 Tel: 042-367-5645 

1．記者説明会 
【日時】2014年 2月 26日（水）11：00～11：45（報道受付 10：30～） □ご出席  □ご欠席 

 
２．リーディングプログラム シンポジウム 
【日時】同日 14：00～17：00（報道受付 13：30～）         □ご出席  □ご欠席 

 

３．情報交換会【日時】 同日 17：00～19：00                □ご出席  □ご欠席  

（□にチェックをお願いいたします 

■会場：東京會舘 LEVEL21 
東京都千代田区大手町 2-2-2 アーバンネット大手町ビル 21 階 

地下鉄「大手町駅」A5、B2A出口 徒歩 1～5分 

（丸の内線/東西線/千代田線/半蔵門線/都営三田線） 

ＪＲ東京駅丸の内北口… 徒歩 5～6分 

 

 

 

貴社名/貴紙・誌名 
 

 

ご部署名 
 

ご出席者名 

 

 

 

（計   名様） 

ご連絡先 

TEL. FAX. 

通信欄 

ご質問・ご要望がございましたらご記入ください 

ファックス返信用紙 


