	
 

	
 	
 	
 	
 

平成 26 年度	
  IAMAS 教員活動報告書
2015.05.07
役職：学長・教授
氏名：吉田茂樹
1. 活動の概要
平成 26 年度は、IAMAS のキャンパスをソフトピアジャパン地区に移転して新たに活動を開始した年であ
り、学長の 2 年目として引き続き大学院大学全体の運営を行うと共に、教員と共に今後の IAMAS の在り
方についての議論等を行い、一方大学院の教員として授業の担当等を通じて大学院学生の指導を行った。
また学長として各種の外部組織の委員や理事などの活動および、各種の会合等への出席や講演などの活動
を行った。さらに教員として地域連携や学外組織との連携活動として、岐阜イノベーションセンターの運
営およびセミナーや勉強会の実施、岐阜高専連携事業としてものづくりオープンメソッドプロジェクトの
実施を行った。
2. 学長としての学内活動 (通常業務以外のもの)
平成 26 年度に実施した通常業務以外の活動は以下の通りである。
・IAMAS 新キャンパスお披露目会 (4 月)
・IAMAS 新キャンパス視察対応 (4 月～7 月。合計 5 件)
・キャンパス移転後の調整等
・大学基準協会・評価 (9 月実地調査)
・今後の IAMAS の在り方についての検討
・教員採用に関する議論と採用事務
3. 学長としての対外活動
3-1. 委員・理事等
以下の各組織の委員や理事を務めた。
・岐阜県成長・雇用戦略意見交換会委員 (6 月、12 月)
・ソフトピアジャパン理事 (理事会：6 月、3 月)
・大垣商工会議所	
  情報・サービス部会	
  幹事 (役員会：5 月、12 月)
・Ogaki Mini Maker Faire 2014 実行委員会委員 (5 月、8 月、11 月)
3-2. 会合・イベント等への出席
以下の会合やイベント等に出席した。
・SJ 情場クラブ交流会 (4 月、11 月)
・岐阜県経済同友会・岐阜県サミット (5 月)
・大垣商工会議所・大垣市長を迎えての定例会 (5 月)
・岐阜県金属工業団地協同組合・通常総会懇親会 (5 月)
・ぎふ IT・ものづくり協議会総会 (6 月)
・岐阜県情報産業協会	
  総会・研修会・交流会 (6 月、9 月)
・SJ 周辺企業協議会 (6 月)
・大垣情報ネットワーク研究会 (6 月)
・岐阜県経済同友会・産学官懇談会 (8 月、12 月)
・SJ 立地企業懇談会 (10 月、3 月)
・三木地区祭り出展 (11 月)
・SJ 冬のファンタジー点灯式 (11 月)
・大垣商工会議所	
  情報・サービス部会セミナー (12 月)
・岐阜県金属工業団地協同組合・新年互礼会 (1 月)
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・大垣市成人式 (1 月)
・岐阜 IT 協同組合・賀詞交換会 (2 月)
・岐阜県主催	
  泉宏氏講演会 (2 月)
・産学官連携による共同開発支援事業・成果報告会 (2 月)
・大垣市スイトピアセンター・リレーショナル・ポッド・オープニング (3 月)
3-3. 公立大学協会等の行事への出席
公立大学関連の以下の会議等に出席した。
・公立大学協会・定時総会 (5 月)
・公立大学協会・東海北陸地区協議会 (9 月)
・公立大学協会・学長会議 (10 月、1 月)
・公立大学協会・芸術部会学長会議 (11 月)
・大学基準協会学長セミナー (1 月)
3-4. 連携活動
以下の連携活動を行った。
・県内アカデミー訪問 (5 月)
	
  - たくみアカデミー、園芸アカデミー
・大垣共立銀行・IAMAS 産学連携協定締結 (7 月)
	
  - 記念セミナー (8 月)
・岐阜県工業会・IAMAS 産学連携協定締結 (7 月)
3-4. 講演
以下の講演を行った。
・大垣ロータリークラブ (6 月)

4. 学内外での共同活動
4-1. 岐阜イノベーションセンター
日本マイクロソフトの支援を受けて、ソフトピアジャパン、岐阜県、パソナテックと共に岐阜イノベーシ
ョンセンターを運営して、主に県内の IT 利用企業に向けた IT 普及および啓蒙活動として、セミナーや勉強
会の開催および実習の講師を担当した。
岐阜イノベーションセンターとしては、以下の活動を行った。
・Windows サーバ構築勉強会 (6 月～12 月。毎週 1 回)
・GIC ASP.net MVC セミナー (6 月)
・kinect 勉強会 (9 月～3 月。毎月 2 回)
・kinect MS セミナー (11 月)
・Xamarin 講演 (12 月)
・Japan MIC Summit での活動報告 (5 月)
・オープン CAE 合宿勉強会への協力 (8 月・研修室利用)
・DreamSpark プログラム (アカデミック系サポート) の優先提供
このうち、Windows サーバ構築勉強会については、講師として実習を担当した。
また、kinect 勉強会では、学外からの参加者と共に kinect 活用のアイデア出しやアプリ開発の検討、kinect
の特性の調査を行い、プログラミング担当としてアプリのプロトタイプの開発を行った。
岐阜イノベーションセンターの運営にあたっては、随時 IAMAS、ソフトピアジャパン、県庁、パソナテッ
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クの担当者が参加して運営会議を行い、また定期的に活動報告書を作成して日本マイクロソフトに提出し
た。
また、ソフトピア地区ドリームコア 2 階の岐阜イノベーションセンター研修室の部屋および機材 (サーバ
機器類 20 台) について、講座の実施等に合わせて機材の整備等を行った。
4-2. 岐阜高専連携事業
昨年度に引き続き IAMAS-岐阜高専連携事業の一つとして「ものづくりオープンメソッドプロジェクト」を
実施し、研究活動を行うプロジェクトとして主に美濃市をフィールドとして、岐阜高専、美濃市の他、複
数の企業が参加する形でプロジェクト活動を実施した。
研究活動の一環として、以下の公開活動を行った。
・ビーコン利用アプリ実証実験開始 (5 月)

5. 学外での単独活動
5-1. 委員
以下の委員を務めた。
・大垣市新庁舎構想検討委員会委員 (6 月～11 月、1 月～2 月。全 8 回)
・芭蕉元禄大垣イルミネーション実行委員会委員 (10 月)
・芭蕉元禄大垣イルミネーション・市民手づくりイルミネーション作品コンテスト審査委員長 (11 月)
5-2. 講演
以下の講演を行った。
・大垣プロバスクラブ (6 月)
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