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本メールマガジンは山梨大学 新技術情報クラブ会員の皆様へ最新情報 

をお知らせする目的で配信しております。 

メール配信を希望されない方は、「配信停止」とお書きの上、ご返信く 

ださい。 
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◆日本固有のワイン用ブドウ品種「甲州」をゲノムレベルで特徴づけ 

した東京農業大学と山梨大学との共同研究成果が、植物科学雑誌 

「Frontiers in Plant Science」に掲載されました。 

 

東京農業大学生物資源ゲノム解析センターの田中啓介助教と浜口悠研 

究員、山梨大学ワイン科学研究センター果実遺伝子工学研究部門の鈴 

木俊二教授と榎真一助教による共同グループは、日本固有の白ブドウ 

品種「甲州」の全ゲノム情報を解析しました。その結果、他のワイン 

用欧州ブドウ品種と比較して機能性が異なると推定される遺伝子が複 

数発見され、それらは特にポリフェノールや風味に関連していること 

が明らかになりました。本研究結果は、甲州ワインの品質を向上させ 

る情報基盤になるほか、ブドウ研究やワイン産業における甲州の遺伝 

資源としての利用推進への貢献が期待されます。 

 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

https://www.yamanashi.ac.jp/wpcontent/uploads/2020/11/

20201116press.pdf 
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◆宮武健治教授(クリーンエネルギー研究センター）が第 25 回山梨科学 

アカデミー賞、菊池淑人准教授(生命環境学域地域社会システム学科)が 

奨励賞を受賞。 

 

【受賞題目】 

宮武教授「高性能イオン導電性高分子の開発とエネルギーデバイスへの 

応用」 

菊地准教授「「文化的景観」の価値及び活用手法に関する研究」 

 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

 https://www.yamanashi.ac.jp/28528 

 

◆ジェラルド・グローマー教育学部教授が日米友好基金日本文学翻訳 

賞(ドナルド・キーン翻訳賞)を受賞 

 

このほど、ジェラルド・グローマー教育学部芸術身体教育コース教授 

の著書『Portraits of Edo and Early Modern Japan：The Shogun’s  

Capital in Zuihitsu Writings, 1657–1855』(「江戸と近世日本のポ 

ートレート＝―随筆に見る将軍の都」)が米国コロンビア大学ドナルド 

・キーン日本文化センター「Japan-U.S. Friendship Commission 

Prize 

 for the Translation of Japanese Literature（日米友好基金日本文 

学翻訳賞、通称ドナルド・キーン翻訳賞）を受賞しました。 

 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

 https://www.yamanashi.ac.jp/28496 
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◆令和 2 年度やまなし産学官連携研究交流事業 

    Web による「産学官連携による研究紹介」公開中 

 

度々ご案内させていただきました「やまなし産学官連携研究交流事業」 

が令和 2 年 11 月 13 日(金)より Web で公開されています。 

いつでも、どこからでもご視聴いただけますので、ぜひ参加登録をお 

願いいたします。また、お知り合いの方にもご紹介いただきますよう 

お願いいたします。 

  

 会期：令和 2 年 11 月 13(金)～令和 3 年 3 月 31 日(水) 

 サイト URL：https://yamanashi-veh.jp/ 

 

◆第 17 回国際水素・燃料電池展～FC EXPO2021～ 

 

水素・燃料電池の研究開発、製造に必要なあらゆる技術、部品・材料、 



装置、燃料電池システムが出展します。世界中から本分野の専門家が 

来場する国際展です。 

現在、出展者、来場者をともに募集しております。 

 

 日時：令和 3 年 3 月 3 日(水)～5 日(金) 

 場所：東京ビッグサイト 

 

※オンライン出展説明会を開催します。 

 

 日時：令和 2 年 11 月 24 日(火)～27 日(金) 

 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

 https://www.fcexpo.jp/ja-jp.html 
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◆【山梨県中小企業団体中央会】組合青年部県大会 

「経営革新」「事業の改善」に取り組んだ県内企業の先進事例研究を 

行います！ 

 

 日時：令和 2 年 11 月 25 日(水) 13:30～ 

 場所：ホテルクラウンパレス甲府 2 階「鳳凰の間」 

 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

http://www.chuokaiyamanashi.or.jp/%E7%B5%84%E5%90%8

8%E9%9D%92%E5%B9%B4%E9%83%A8%E7%9C%8C%E

5%A4%A7%E4%BC%9A 

 

◆【甲府商工会議所女性会】「佰食屋」の働き方革命！ 

   ～飲食店の常識を覆す新しいビジネスモデルに学ぶ～ 

 

「飲食店でも私生活を両立できる環境を実現したい」という想いのも 

と、京都で 1 日 100 色限定のお店『佰食屋』を展開するメディアでも話 

題の中村朱美氏。残業、食品ロスをなくし、100 食のゴール設定で社員 

のモチベーションアップ実現など、環境を整えることで子育て中の女 

性や障害のある人、介護を担う人なども積極的に採用するなど、様々 

な仕組みで『佰食屋』を口コミ取材が絶えない人気店に成長させまし 

た。競合他社との価格競争の熾烈化など経営に与える影響は多大であり、 

さらには労働者の減少、顧客の減少など社会的な問題が深刻化する中、 

新しいビジネスモデルへの関心が高まっています。これからの時代の経 

営について考えるためにも、ぜひご参加ください。 

 

 日時：令和 2 年 12 月 1 日(火) 13:30～15:00 

 会場：【現地会場】 甲府会議所 5 階 多目的ホール 



    【オンライン】YouTube ライブにて限定配信(要申込み) 

   

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

 https://kofucci.or.jp/seminar/20201201/ 

  

◆【甲府商工会議所】「同一労働同一賃金」解説セミナ― 

         ～業績向上につながる人事制度の構築を目指して～ 

 

来年度より「同一労働同一賃金」の義務化が中小企業も対象となります。 

今後予想される、非正規社員と正社員の不合理な待遇差解消をめぐるト 

ラブルを避けるためにも、ルールにのっとった賃金制度や休業規則の見 

直しが必要になります。本セミナーでは、義務化を目前に控え中小企業 

が具体的にやるべき事、準備する内容と共に、これからの時代の中小企 

業経営に即した人事・賃金制度の在り方についても解説します。 

 

 日時：令和 2 年 12 月 3 日(木) 14:00～16:00 

 場所：甲府商工会議所 多目的ホール 

  

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

 https://kofucci.or.jp/seminar/20201203/ 

 

◆「BCP(事業継続計画)」オンラインセミナー 

 

本セミナーでは、BCP 策定についてご説明するとともに、国の認定が受 

けられる計画づくりを行います。 

すでに BCP を策定している企業様、これから BCP を策定したい企業様 

のご参加を心よりお待ちしております。 

 

 日時：令和 2 年 12 月 4 日(金） 14:00～16：30 

   

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-

content/uploads/2020/11/d2e9ec019012fffbe8ce67db519

9d1eb.pdf 

 

◆WEB セミナー：英文契約書作成講座(入門編)  

      

海外企業との取引を考えている方を対象に本講座をとおして、英文契 

約書の基礎、ルール、フレームワークの知識習得を目指します。 

 

 日時：令和 2 年 12 月 8 日(火） 9:30～16:30 

 会場：WEB セミナー(Zoom) 

  

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

 



https://www.jetro.go.jp/events/ymn/0e5fe3a3970d9fb4.html  
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       ～会員企業様の課題をお伺いします～ 

 

技術課題や大学の知恵を借りたいなど、ございませんでしょうか。 

会員企業様の持っておられる技術課題をお伺いします。 

インターネットを活用したご相談もお受けいたしますので、ご希望の 

会員様がございましたら、事務局までお気軽にご連絡ください。 
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1）このメールの内容は、提供された会員様限りでご使用下さい。 

2）メールの内容については国立大学法人山梨大学が著作権を有します。 
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