
Application of Mathematical and
Computational Modeling in Biology and
Environmental Sciences

Mathematical and Computational Modeling, Plant 
Development, Transport processes,  Polarity

1月26日（木）16:00‒18:00
弥生講堂アネックス

Dr. Stan Marée
Group Leader, John Innes Centre

Cell polarity across kingdoms

Dr. Verônica A. Grieneisen
Group Leader, John Innes Centre

Tissue polarity and its consequences

演題未定（詳細はWebでご確認ください）

Prof. Dr. Martin Grininger
Professor, Goethe University

脂肪族合成酵素，タンパクの結晶構造解析

3月10日（木） 13:00-18:00
中島董一郎記念ホール

演題未定（詳細はWebでご確認ください）

Prof. Dr. Carl van der Lingen
Professor, University of Cape Town

小型浮魚類の資源量変動機構

3月下旬（詳細はWebでご確認ください）
大気海洋研究所 5階セミナー室

Thermal dispersion in porous media:
Recent advances and future challenges

Dr. Gabriel C Rau
Researcher, University of New South Wales

熱トレーサー，熱分散

2月29日（月） 午前（詳細はWebでご確認ください）
農学部7号館A棟 114/115室

Strategies for scientific writing in English

Dr. Beth E. Hazen
Principal, Willows End scientific editing and writing

科学英語論文，ロジカルシンキング

3月25日（金） 13:00-15:00
中島董一郎記念ホール

Stem cells for functional recovery of
liver diseases in dogs

1) Liver organoid transplantation: adult stem cell
transplantation in COMMD1 defective dogs

2) Tissue Engineering: constructing liver tissue
using a bioprinter and stem cells

Dr. Bart Spee
Assistant Professor, Universiteit Utrecht

再生医療

2月12日（金） 15:00-16:00
中島董一郎記念ホール

Congenital portosystemic shunts:
genetic and genomic alterations in
avascular malformation

1) Using the dog as a model for genetic studies
2) Validation of results using angiogenic models:

zebrafish and primary endothelial cells

Dr. Frank van Steenbeek
Researcher, Universiteit Utrecht

比較医学

2月12日（金） 14:00-15:00
中島董一郎記念ホール

個 別 セ ミ ナ ー 国外で活躍されている研究者をお招きし、
最先端の研究内容をご紹介いただきます。

主催：Scientific Networking Program(SNP)
支援：修士課程学生・博士課程学生の研究者ネットワーク形成支援プログラム

問い合わせ先：農学生命科学研究科　生産・環境生物学専攻　博士課程　庄司佳祐（shoji@ss.ab.a.u-tokyo.ac.jp）

全 体 セ ミ ナ ー 「きみは博士になりたいか！」

研究生活 50年 : 私がしたことと学んだこと
What I did and learned during the past 50 years

柳町 隆造 先生
Professor, University of Hawaii Medical School

体外受精・顕微受精の開発者

ソーシャルストーリーを語ろう
イノベーション人材になるための要諦

豊田 義博 先生
リクルートワークス研究所 主幹研究員

キャリア論・世代論・学習理論・組織行動学

東大生よ、好き勝手に生きろ！

諸田 浩一 先生
農業生物資源研究所 外来研究員／株式会社エナリス 主任

コンサルティングファーム，投資銀行，再生可能エネルギー，
研究所，文系 / 理系

人生何が起こるかわからん。だからおもろい！

藤原 正明 先生
株式会社カイオム・バイオサイエンス 代表取締役社長

理研ベンチャー，産学連携，抗体医薬品，獣医師，キャリアチェンジ

様々な分野で活躍される先生方に、「博士の価値」についてご講演いただきます。
博士を目指す人も、そうでない人も、理系の大学院生必見です。

（終了後に軽い懇談会を催しますので，ぜひご参加ください）

3月14日（月） 13:00-17:00
中島董一郎記念ホール

最新の情報は  http://www.a.u-tokyo.ac.jp/event/2016/20160122.html  をご参照ください。

農学生命科学研究科 学生有志主催講演会 博士
な り た い か

き み は に
Ph.D.


