
■ポスターセッションの発表方法

(1)出展者は、ポスターを201 8年6月14 日（木）8時50分から9時50分まで に会場 に持参して、所定の場所 に各自展示してください。
ポスターは大会開催中(6月15日（金）16時30分まで）継続して展示します。

(2)ポスターのサイズは、縦160cm以内X横90cm以内とします。
(3)当日、ポスターの左上の角（縦12cm X横22cm)に発表番号を貼付します。その部分を空白にしておいて下さい。
(4)ポスター出展者が展示内容の要点を口頭発表するコアタイムを設定します。

■奨励賞について
(1)本学会では、学生 による優れた発表（一般講演ま

たはポスターセッション） に奨励賞を授与します。
(2)奨励賞のエントリーを希望する 学生は、 「申込

フォーム」の所定襴へのチェックをお願いします。

■個人情報の取り扱いについて

本大会参加申込みに際し得た個人情報は、特定非営
利活動法人産 学連携学会の定款に定める活動ない
しは事業のみに利用します。こ了承いただける場合に
は、 「申込フォーム」の所定の欄ヘチェックをお願いい
たします。

■大会事務局（お問い合わせ先）

■重要な締切日
2018年3月9日（金）
2018年4月6日（金）
2018年4月6日（金）
2018年4月6日（金）
2018年4月6日（金）
2018年4月16日（月）
2018年6月7日（木）

オーガナイズドセッション申込
＜予約＞大会参加申込および送金
＜予約＞情報交換会申込および送金
一般講演申込
ポスターセッション申込
発表要旨（ワー ド、またはPDF)提出
発表原稿(Microsoft PowerPoint)提出

産学運携学会第16回大会実行委員会（山口大学知的財産センター）
事務局：木村友久 李錯環

．． 

．． 
〒755-8611山口県宇部市常盤台2-16-1
TEL:0836-85-9942/FAX:0836-85-9967 
e-mail: sang20l8@yamaguchi-u.ac.jp

※お詫びと訂正：ファーストサーキュラーでお伝えした連絡用メールアドレス
sangaku2018@ -をsang2018@-に訂正しています。2018山口大会
事務局側の連絡ミスでご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

山口県および山口市はこんなところです。山の幸、海の幸の宝庫です。

瑠璃光寺五重の塔 防府天満宮 萩松下村塾

山口県は本州の最西端に位置しており、北部に日本海·南部に瀬戸内海を擁し長い海岸線は地域により異なる風景を見せています。海の
幸、山の幸 に恵まれるとともに、源氏と平氏が戦った 「壇ノ浦の戦場」、大内氏、毛利氏、明治維新以降の近代化遺産など、歴史浪漫を巡る旅を
満喫することができます。

山口市は、山口県のほぼ中央に位置する人口約20万人
弱の都市です。瑠璃光寺五重の塔（国宝）、常栄寺雪舟庭
園、萩藩主毛利家墓所（香山墓所・国指定史跡）等の歴史
的資産が集積されています。また、サビエル記念聖堂もあ
り、毎年12月はクリスマス市としてのイベントも行われます。

.. _q誦謳w{,,1 叫-

羽田から山口宇部空港 約105分
空港から山口市内の空港バス 約60分

蒙愕沼屑墨�n{,l翫,_
JR山口線山口駅から約1.4km

●バス便もあります
「JR山口線山口駅」から大会会場近くの
「美術館前」までバス乗車時間は約3分

6i14o-15⑮雷謬温ぢ

［主会場］山口県教育会館
〒753-0072山口県山口市大手町2-18
TEL 083-922-5766 URL http://www.ykyoikuk.or.jp/ 

［副会場］山口県社会福祉会館
〒753-0072山口県山口市大手町9-6
TEL 083-924-1025 URL http://jigyodan-yg.jp/yu-aiplaza/ 
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大会長／岡正朗山口大学長

実行委員長／堀憲次山口大学理事・副学長

ブロメテウスの火
人類は火とそして知恵を授かり、しかし未来を知る
能力を失った。代わりに得たのは、希望であった。
今、私たちは破壊と創造の火を燃やす。

産学運携学会は、産学連携に従事する人から関心を持つ人まで幅広く対象としています。本学会は、産学連携に従事する際の力量
の涵養、地域産学連携活動の総合的支援に関する事業を遂行するとともに産学連携業務の専門職化を促進しています。これらの活
動を通じて、産学連携学の確立及び産学連携自体を発展させることにより、我が国の学術や技術の発展を促進し、もって地域が特
色ある活動を活発に行う豊かで個性と活性に富んだ社会をつくりあげることに寄与することを目的としています。

●地域産学連携活動の総合的支援］［●産学連携業務の専門職化l �●産学連携学の確立

このたび、産学連携に関する諸課題について、産学官の学識経験者や実務家などが広く交流し、相互に啓発、支援しあう場として第
16回大会（山口大会）を開催します。産学連携関係者および広く社会全体からの多くの参加をお願いいたします。

大会事務局（お問い合わせ先）メールアドレス

sang2018@yamaguchi-u.ac.jp 

※お詫びと訂正：ファーストサーキュラーでお伝えした連絡用メールアドレス
sangaku2018@ -をsang2018@-に訂正しています。2018山口大会
事務局側の連絡ミスでご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

情輻交換会 6/14◎ 10:00,...,,19:30 c予定）

［会場］セントコア山口字認塁翡翌唸ご巴江？。;�—:�om/ 

．．． 

-―� http://www.j-sip.org/ 
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■大会プログラムの概要

①特別講演「事業戦略人材の育成（仮題）」
独立行政法人工業所有権情報・研修館理事長三才,f菱克；氏

②シンポジウム「改めて戦略指向の人材育成を考える（飯題）」
人材育成は、あらゆる組織で永遠のテーマであることはいうまでもない。事業環境、開発環境が急速に変化する時代の中で、人材育成の内容と
到達目標について ‘‘ 不易流行” パターンによる改良に止まるのか ‘‘劇的 ” 対応があり得るのか現場感覚で再検討します。企業あるいは大学現場
で人材育成に携わっているパネリストとともに、参加者と一緒に過去から現在までの総括およびこれから何をすべきか議論いたします。
（パネリストは現在調整中）

．． 

．． 

③一般講演（口頭発表）詳細な発表区分については、詳細情報が掲載されたプログラム分類表（学会HP) を参考にして下さい。

人材育成

•11 産学官連携に関連した大学
等における法令遵守等

組織間連携

大学発ベンチャ ー

知的財産 四
I

リエゾン活動

産学官連携政策 9 国際展開

産学官連携プロジェクト

産学連携論

※発表者は学会会員（正会員または準会員）に限ります。非会員は201�平4月6日 （金）までに学会ホームページから入会申込みをしていただくと会員として発表できます。
入会案内 http://www.j-sip.org/nyukaiannai.htm

④オーガナイズドセッション
本大会では、以下のオーガナイズドセッションを予定しています。

「知財創造·戦略人材の育成」（仮題）
その他に、数件程度のオーガナイズドセッションを公募します。ご希望の方は3月上旬までに第 16 回大会事務局に申込みをして下さい。
申込者は学会会員（正会員または準会員）に限ります。

⑤ポスターセッション
一般講演区分と同様の内容の他、産学連携事例やシーズ紹介等を募集します。
※発表者は学会会員（正会員または準会員）に限ります。非会員は2018年4月6日 （金）までに学会ホームページから入会申込みをしていただくと会員として発表できます。
入会案内 http://www.j-sip.org/nvukaiannai.htm

■大会日程（予定）

S会場 A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 P会場 セントコア山口
9:00ev 10:00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスター準備

10:00-10:30 開会式
6 10:30---1 1 :30 特別講演
月 11 :30---12:30 コアタイム14 
日 12:30"-'13:20 定期総会 ポスターセッション

＾ 、'- 13:20----14:50 シンポジウム ポスターセッション木
オーガナイズドセッション 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション

16:00----17:00 オーガナイズドセッション 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション
18:00-19:30 情報交換会

9:00"-10:00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション

鼻 10:00"-'11 :00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスターセッション
11 :00-12:00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション15 12:00---13:00 コアタイム日

--�金、--
13:00----14:00 オーガナイズドセッション 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション
13:00-14:00 オ―ガナイズドセッション 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 前スターセッション
15:00-16:30 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション

■参加費用

費用
項 目 会 員種別 予約※ 1 非予約※ 2

4月 6日までの予約 当日含む
正会員（個人・団体）または準会員（個人・団体） 5,500円 6,000円

大会参加費 正会員（学生） 2,500円 3,000円
非会員 8,000円 9,000円
正会員（個人・団体）または準会員（個人・団体） 5,000円 6,000円

情報交換会費 正会員（学生） 2,500円 3,500円
非会員 5,000円 6,000円

※1 201眸4月6日（金）までに参加申込みを行った場合の費用
※2 2018年4月7日（土）以降に参加申込みを行った場合の費用

■大会参加・ 一般講演およびポスターセッションの申込み方法

大会に参加を希望される方は、発表の有無にかかわらず産学連携学会のホームベージから「大会情報」にお進みいただき、第16回大会開催案内の
「WEBからの申込みフォーム」から必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。同時に、大会参加費および情報交換会費（後者は参加希望者のみ）は
申込みフォームからクレジットカード決済を行うか、銀行振り込みにて送金して下さい。今年度から、郵便振替口座の開設ルールが変更となり時限的
な口座開設ができなくなり、クレジットカード決済あるいは銀行振り込みのいずれかとなりました。なお、銀行振込手数料は参加者のご負担になりま
すので、可能であればクレジットカード決済の利用をお勧めします。

①予約申込 う叶日申込締切日 2018年4月 6日（金）
・「申込みフォーム」登録と「参加費用クレジットカード決済・銀行振込」のいずれもこの日が期限です。
・予約申込および下記の非予約申込において、取消・不参加等の場合でも支払われた参加費用は返却いたしません。
• 一般講演およびポスターセッションの発表希望者は、必ずHP上の「申込フォーム」から申込をして下さい。

②非予約申込
4月7日（土）以降に参加申込みをされる場合は、非予約申込となり費用が異なります。
大会当日、会場での申込も受け付けます。
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③一般講演およびポスターセッションの申込
(1)一般講演、ポスターセッションの発表希望者は、2018年4月6日（金）までに予約申込（上記①）を行い、必要事項を記入して下さい。
(2)その後、下記の●発表要旨原稼の作成と提出に従って発表要旨原稿を作成し、期日までに提出して下さい。

参加・

発表登録
産学連携学会ホームページ http://www.j-sip.org/ から、「大会情報」にお進み下さい。

大
会
参
加
費・

情
報
交
換
会
費
の

振
込
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【銀行口座】•取り扱い銀行名／支店名 みすほ銀行 調布支店（店番号261)
•預金種別 普通預金
•口座番号 1623405
•口座名義 特定非営利活動法人産学連携学会大会事務局口

トクヒ）サンガクレンケイガッカイタイカイジムキョクグチ

【クレジットカ ー ド】 上記の通り、申込フォ ームからクレジットカ ー ド決済も可能です。

r ヽ

●発表要旨原稿の作成と提出 ''
：
←'―'•' 

； 
40m'm ''''''')''2''omm '

〇 一 般講演またはポスタ ー セッション1件につき、 A4版縦の白紙1 枚から2枚(2枚以 ••…………• 演題

内）に、本文と必要に応じて図表等を配置した完全原稿を作成してください。白黒およ ［一行空ける］

びカラ ーのいすれでもかまいません。 ： 山口太郎、 山口花子（所属組織名）
〇余白は上20mm、下25mm、左右各25mmとします。

：； はじめに
［一行空ける］

0 文字のサイズは10-11 ポイントを星本とします。
01行目には、左から40mm以上空けて（事務局で講演番号を記入するため）演題を書

き、1行空けて発表者名（複数人連名の場合は演者の氏名の前にO印を付ける）と、 i 
かっこ内に所属名を記入し、さらに1行空けて本文を書き出してください。

J,smm 
O 要旨の見出し項目（はじめに調査方法、結果、考察など）は自由とします。
O 提出する電子ファイルの形式は、ワ ー ド、またはPDFとします。 25mm ！（ ） 

O 作成した発表要旨は、2018年4月16 日（月）までに、大会事務局ヘメール添付ファイ
ルで提出してください (sang20l B@yamaguchi-u.ac.jp) 。なお、原稿はPDFにて
HP上に掲載いたしますので、濃い印字の鮮明な原稿にしてください。また、提出期限後
の予稿の差し替えはできません。 ： 文字サ

イズ,o-nポイ
ントr�;�� 0 本大会でも、前二回の全国大会に引き続き、講演予稿集は大会ホームページから閲覧・ 2 枚以内

ダウンロ ー ドしてこ利用いただきます。閲覧・ダウンロ ー ドには、専用の ID、パスワ ー ド ! ............................................ 
が必要となります。 ID、パスワ ー ドは、参加申込をいただいた方に2018年6月上旬頃
にメールにてこ案内いたします。

ヽ � 

■一般講演の発表方法
(1)発表時間は、講演12分、討論3分、合計15分の予定です。
(2)発表で投影する機器は液晶プロジェクターです。
(3) 液晶プロジェクターを用いて発表する方は、Windows版「Microsoft PowerPoint」で原稿を作成して、その電子ファイルを、2018年6月7日（木）

までに大会事務局ヘメールにて提出してください (sang20 18@vamaguchi-u.ac.」p)。
その際に、ファイル名は「発表者の氏名 .ppt」あるいは「発表者の氏名 .pptx」としてください。なお、コンピュータ(OS:Windows)は大会事務局が
用意したものを使用していただきます。

(4)0HPは使用できません。

15:00-16:00 
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■大会プログラムの概要

①特別講演「事業戦略人材の育成（仮題）」
独立行政法人工業所有権情報・研修館理事長三才,f菱克；氏

②シンポジウム「改めて戦略指向の人材育成を考える（飯題）」
人材育成は、あらゆる組織で永遠のテーマであることはいうまでもない。事業環境、開発環境が急速に変化する時代の中で、人材育成の内容と
到達目標について ‘‘ 不易流行” パターンによる改良に止まるのか ‘‘劇的 ” 対応があり得るのか現場感覚で再検討します。企業あるいは大学現場
で人材育成に携わっているパネリストとともに、参加者と一緒に過去から現在までの総括およびこれから何をすべきか議論いたします。
（パネリストは現在調整中）
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③一般講演（口頭発表）詳細な発表区分については、詳細情報が掲載されたプログラム分類表（学会HP) を参考にして下さい。

人材育成

•11 産学官連携に関連した大学
等における法令遵守等

組織間連携

大学発ベンチャ ー

知的財産 四
I

リエゾン活動

産学官連携政策 9 国際展開

産学官連携プロジェクト

産学連携論

※発表者は学会会員（正会員または準会員）に限ります。非会員は201�平4月6日 （金）までに学会ホームページから入会申込みをしていただくと会員として発表できます。
入会案内 http://www.j-sip.org/nyukaiannai.htm

④オーガナイズドセッション
本大会では、以下のオーガナイズドセッションを予定しています。

「知財創造·戦略人材の育成」（仮題）
その他に、数件程度のオーガナイズドセッションを公募します。ご希望の方は3月上旬までに第 16 回大会事務局に申込みをして下さい。
申込者は学会会員（正会員または準会員）に限ります。

⑤ポスターセッション
一般講演区分と同様の内容の他、産学連携事例やシーズ紹介等を募集します。
※発表者は学会会員（正会員または準会員）に限ります。非会員は2018年4月6日 （金）までに学会ホームページから入会申込みをしていただくと会員として発表できます。
入会案内 http://www.j-sip.org/nvukaiannai.htm

■大会日程（予定）

S会場 A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 P会場 セントコア山口
9:00ev 10:00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスター準備

10:00-10:30 開会式
6 10:30---1 1 :30 特別講演
月 11 :30---12:30 コアタイム14 
日 12:30"-'13:20 定期総会 ポスターセッション

＾ 、木'- 13:20----14:50 シンポジウム ポスターセッション
15:00-16:00 オーガナイズドセッション 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション
16:00----17:00 オーガナイズドセッション 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション
18:00-19:30 情報交換会

9:00"-10:00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション

鼻 10:00"-'11 :00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスターセッション
11 :00-12:00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション15 12:00---13:00 コアタイム日

--�金、--
13:00----14:00 オーガナイズドセッション 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション
13:00-14:00 オ―ガナイズドセッション 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 前スターセッション
15:00-16:30 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 戒スターセッション

■参加費用

費用
項 目 会 員種別 予約※ 1 非予約※ 2

4月 6日までの予約 当日含む
正会員（個人・団体）または準会員（個人・団体） 5,500円 6,000円

大会参加費 正会員（学生） 2,500円 3,000円
非会員 8,000円 9,000円
正会員（個人・団体）または準会員（個人・団体） 5,000円 6,000円

情報交換会費 正会員（学生） 2,500円 3,500円
非会員 5,000円 6,000円

※1 201眸4月6日（金）までに参加申込みを行った場合の費用
※2 2018年4月7日（土）以降に参加申込みを行った場合の費用

■大会参加・ 一般講演およびポスターセッションの申込み方法

大会に参加を希望される方は、発表の有無にかかわらず産学連携学会のホームベージから「大会情報」にお進みいただき、第16回大会開催案内の
「WEBからの申込みフォーム」から必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。同時に、大会参加費および情報交換会費（後者は参加希望者のみ）は
申込みフォームからクレジットカード決済を行うか、銀行振り込みにて送金して下さい。今年度から、郵便振替口座の開設ルールが変更となり時限的
な口座開設ができなくなり、クレジットカード決済あるいは銀行振り込みのいずれかとなりました。なお、銀行振込手数料は参加者のご負担になりま
すので、可能であればクレジットカード決済の利用をお勧めします。

①予約申込 う叶日申込締切日 2018年4月 6日（金）
・「申込みフォーム」登録と「参加費用クレジットカード決済・銀行振込」のいずれもこの日が期限です。
・予約申込および下記の非予約申込において、取消・不参加等の場合でも支払われた参加費用は返却いたしません。
• 一般講演およびポスターセッションの発表希望者は、必ずHP上の「申込フォーム」から申込をして下さい。

②非予約申込
4月7日（土）以降に参加申込みをされる場合は、非予約申込となり費用が異なります。
大会当日、会場での申込も受け付けます。

．

．

．

．

．

．

．

③一般講演およびポスターセッションの申込
(1)一般講演、ポスターセッションの発表希望者は、2018年4月6日（金）までに予約申込（上記①）を行い、必要事項を記入して下さい。
(2)その後、下記の●発表要旨原稼の作成と提出に従って発表要旨原稿を作成し、期日までに提出して下さい。

参加・

発表登録
産学連携学会ホームページ http://www.j-sip.org/ から、「大会情報」にお進み下さい。

大
会
参
加
費・

情
報
交
換
会
費
の

振
込
先

【銀行口座】•取り扱い銀行名／支店名 みすほ銀行 調布支店（店番号261)
•預金種別 普通預金
•口座番号 1623405
•口座名義 特定非営利活動法人産学連携学会大会事務局口

トクヒ）サンガクレンケイガッカイタイカイジムキョクグチ

【クレジットカ ー ド】 上記の通り、申込フォ ームからクレジットカ ー ド決済も可能です。

r ヽ

●発表要旨原稿の作成と提出 ''
：
←'―'•' 

； 
40m'm ''''''')''2''omm '

〇 一 般講演またはポスタ ー セッション1件につき、 A4版縦の白紙1 枚から2枚(2枚以 ••…………• 演題

内）に、本文と必要に応じて図表等を配置した完全原稿を作成してください。白黒およ ［一行空ける］

びカラ ーのいすれでもかまいません。 ： 山口太郎、 山口花子（所属組織名）
〇余白は上20mm、下25mm、左右各25mmとします。

：； はじめに
［一行空ける］

0 文字のサイズは10-11 ポイントを星本とします。
01行目には、左から40mm以上空けて（事務局で講演番号を記入するため）演題を書

き、1行空けて発表者名（複数人連名の場合は演者の氏名の前にO印を付ける）と、 i 
かっこ内に所属名を記入し、さらに1行空けて本文を書き出してください。

J,smm 
O 要旨の見出し項目（はじめに調査方法、結果、考察など）は自由とします。
O 提出する電子ファイルの形式は、ワ ー ド、またはPDFとします。 25mm ！（ ） 

O 作成した発表要旨は、2018年4月16 日（月）までに、大会事務局ヘメール添付ファイ
ルで提出してください (sang20l B@yamaguchi-u.ac.jp) 。なお、原稿はPDFにて
HP上に掲載いたしますので、濃い印字の鮮明な原稿にしてください。また、提出期限後
の予稿の差し替えはできません。 ： 文字サ

イズ,o-nポイ
ントr�;�� 0 本大会でも、前二回の全国大会に引き続き、講演予稿集は大会ホームページから閲覧・ 2 枚以内

ダウンロ ー ドしてこ利用いただきます。閲覧・ダウンロ ー ドには、専用の ID、パスワ ー ド ! ............................................ 
が必要となります。 ID、パスワ ー ドは、参加申込をいただいた方に2018年6月上旬頃
にメールにてこ案内いたします。

ヽ � 

■一般講演の発表方法
(1)発表時間は、講演12分、討論3分、合計15分の予定です。
(2)発表で投影する機器は液晶プロジェクターです。
(3)液晶プロジェクターを用いて発表する方は、Windows版「Microsoft PowerPoint」で原稿を作成して、その電子ファイルを、2018年6月7日（木）

までに大会事務局ヘメールにて提出してください (sang2018@yamaguchi-u.ac.jp)。
その際に、ファイル名は「発表者の氏名 .ppt」あるいは「発表者の氏名 .pptx」としてください。なお、コンピュータ(OS:Windows)は大会事務局が
用意したものを使用していただきます。

(4)0HPは使用できません。
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■ポスターセッションの発表方法

(1)出展者は、ポスターを201 8年6月14 日（木）8時50分から9時50分まで に会場 に持参して、所定の場所 に各自展示してください。
ポスターは大会開催中(6月15日（金）16時30分まで）継続して展示します。

(2)ポスターのサイズは、縦160cm以内X横90cm以内とします。
(3)当日、ポスターの左上の角（縦12cm X横22cm)に発表番号を貼付します。その部分を空白にしておいて下さい。
(4)ポスター出展者が展示内容の要点を口頭発表するコアタイムを設定します。

■奨励賞について
(1)本学会では、学生 による優れた発表（一般講演ま

たはポスターセッション） に奨励賞を授与します。
(2)奨励賞のエントリーを希望する 学生は、 「申込

フォーム」の所定襴へのチェックをお願いします。

■個人情報の取り扱いについて

本大会参加申込みに際し得た個人情報は、特定非営
利活動法人産 学連携学会の定款に定める活動ない
しは事業のみに利用します。こ了承いただける場合に
は、 「申込フォーム」の所定の欄ヘチェックをお願いい
たします。

■大会事務局（お問い合わせ先）

■重要な締切日
2018年3月9日（金）
2018年4月6日（金）
2018年4月6日（金）
2018年4月6日（金）
2018年4月6日（金）
2018年4月16日（月）
2018年6月7日（木）

オーガナイズドセッション申込
＜予約＞大会参加申込および送金
＜予約＞情報交換会申込および送金
一般講演申込
ポスターセッション申込
発表要旨（ワー ド、またはPDF)提出
発表原稿(Microsoft PowerPoint)提出

産学運携学会第16回大会実行委員会（山口大学知的財産センター）
事務局：木村友久 李錯環

．． 

．． 
〒755-8611山口県宇部市常盤台2-16-1
TEL:0836-85-9942/FAX:0836-85-9967 
e-mail: sang2018@yamaguchi-u.ac.jp

※お詫びと訂正：ファーストサーキュラーでお伝えした連絡用メールアドレス
sangaku2018@ -をsang2018@-に訂正しています。2018山口大会
事務局側の連絡ミスでご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

山口県および山口市はこんなところです。山の幸、海の幸の宝庫です。

瑠璃光寺五重の塔 防府天満宮 萩松下村塾

山口県は本州の最西端に位置しており、北部に日本海·南部に瀬戸内海を擁し長い海岸線は地域により異なる風景を見せています。海の
幸、山の幸 に恵まれるとともに、源氏と平氏が戦った 「壇ノ浦の戦場」、大内氏、毛利氏、明治維新以降の近代化遺産など、歴史浪漫を巡る旅を
満喫することができます。

山口市は、山口県のほぼ中央に位置する人口約20万人
弱の都市です。瑠璃光寺五重の塔（国宝）、常栄寺雪舟庭
園、萩藩主毛利家墓所（香山墓所・国指定史跡）等の歴史
的資産が集積されています。また、サビエル記念聖堂もあ
り、毎年12月はクリスマス市としてのイベントも行われます。

.. _q誦謳w{,,1 叫-

羽田から山口宇部空港 約105分
空港から山口市内の空港バス 約60分

蒙愕沼屑墨�n{,l翫,_
JR山口線山口駅から約1.4km

●バス便もあります
「JR山口線山口駅」から大会会場近くの
「美術館前」までバス乗車時間は約3分

6i14o-15⑮雷謬温ぢ

［主会場］山口県教育会館
〒753-0072山口県山口市大手町2-18
TEL 083-922-5766 URL http://www.ykyoikuk.or.jp/ 

［副会場］山口県社会福祉会館
〒753-0072山口県山口市大手町9-6
TEL 083-924-1025 URL http://jigyodan-yg.jp/yu-aiplaza/ 

主催／特定非営利活動法人匿i学！這！携｝学:�

共催／国立大学法人山口大学他

． 

大会長／岡正朗山口大学長

実行委員長／堀憲次山口大学理事・副学長

ブロメテウスの火
人類は火とそして知恵を授かり、しかし未来を知る
能力を失った。代わりに得たのは、希望であった。
今、私たちは破壊と創造の火を燃やす。

産学運携学会は、産学連携に従事する人から関心を持つ人まで幅広く対象としています。本学会は、産学連携に従事する際の力量
の涵養、地域産学連携活動の総合的支援に関する事業を遂行するとともに産学連携業務の専門職化を促進しています。これらの活
動を通じて、産学連携学の確立及び産学連携自体を発展させることにより、我が国の学術や技術の発展を促進し、もって地域が特
色ある活動を活発に行う豊かで個性と活性に富んだ社会をつくりあげることに寄与することを目的としています。

●地域産学連携活動の総合的支援］［●産学連携業務の専門職化l �●産学連携学の確立

このたび、産学連携に関する諸課題について、産学官の学識経験者や実務家などが広く交流し、相互に啓発、支援しあう場として第
16回大会（山口大会）を開催します。産学連携関係者および広く社会全体からの多くの参加をお願いいたします。

大会事務局（お問い合わせ先）メールアドレス
sang20 l 8@yamaguchi-u.ac.jp 

※お詫びと訂正：ファーストサーキュラーでお伝えした連絡用メールアドレス
sangaku2018@ -をsang2018@-に訂正しています。2018山口大会
事務局側の連絡ミスでご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

情輻交換会 6/14◎ 10:00,...,,19:30 c予定）

［会場］セントコア山口字認塁翡翌唸ご巴江？。;�—:�om/ 

．．． 

-―� http://www.j-sip.org/ 
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