
産学連携学会
第18回大会

【秋田大会】開催のご案内

日　　　　時 

場　　　　所 秋田ビューホテル
 〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目6-1

主　　　　催 特定非営利活動法人

 産学連携学会
共　　　　催 秋田大学（ほか予定）

後　　　　援 秋田県（ほか予定）

大 会 運 営 大　会　長 山本 文雄
 　　　　　　　 秋田大学長　
 実行委員長 小川 信明
 　　　　　　　 秋田大学理事
 （研究・産学連携・国際交流・国際戦略担当） 
参加申込期間 2020年2月3日㈪
　　　　　　 ～4月9日㈭
発表要旨提出期限 2020年4月16日㈭
お問い合わせ 大会事務局
　　　　　TEL 018-889-2712　矢口・成川・伊藤

　　 　　E-mail sangaku2020@crc.akita-u.ac.jp

参加申込等の詳細のご案内は3月2日㈪を予定しております。
学会ホームページやメールニュースでご案内いたします。

2020年18日・19日6月
㈭ ㈮

特定非営利活動法人
産学連携学会ホームページ
http://j-sip.org/

プロメテウスの火
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。

⑦  発表要旨原稿の作成および提出
⑴　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
およびカラーのいずれでも構いません。

⑵　余白は上20㎜、下25㎜、左右各25㎜とします。
⑶　文字のサイズは10〜11ポイントを基本とします。
⑷　1行目には、左から40㎜以上空けて（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（複数連盟
の場合は演者の氏名の前に○印をつける）とかっこ内に
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。

⑸　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。

⑹　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。

⑺　作成した発表要旨は、 2020年4月16日㈭  までに、
所定の入力フォームから提出してください。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。

⑻　本大会でも、前回の奈良大会に引き続き、講演予稿集は大会ホームページから閲覧・ダウンロー
ドしてご利用いただきます。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  2020年6月上旬  頃にメールにてご案内いた
します。

⑧  一般講演の発表方法
⑴　発表時間は、講演12分、討論3分、合計15分の予定です。
⑵　発表に使用する機器は、液晶プロジェクターとします。
⑶　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、その電子ファイルを、2020年6月11日㈭までに、大会事務局へメールにて提出し
てください。ファイル名は「発表者の氏名.ppt」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。

⑷　OHPは使用できません。

⑨  ポスターセッションの発表方法
⑴　出展者は、ポスターを  2020年6月18日㈭  9時から10時までに会場に持参し、所定の場

所に各自展示してください。
　　ポスターは大会期間中（6月19日㈮16時30分まで）継続して展示します。
⑵　ポスターのサイズは、縦160㎝以内、横90㎝以内とします。
⑶　当日ポスターの左上の角（縦12×横22㎝）に発表番号を貼付しますので、その部分を空白に

しておいてください。
⑷　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。

⑩  奨励賞について
⑴　本学会では、学生（学生会員のみ）による優れた発表（一般講演またはポスターセッション）

に対して奨励賞を授与します。
⑵　奨励賞のエントリーを希望する学生は、「産学連携学会18回大会参加/発表申込書」の所定の

欄への記入をお願いします。

⑪  個人情報の取り扱いについて
　本大会参加申込に際し得た個人情報につきましては、特定非営利活動法人 産学連携学会の定款
に定める活動・事業のみに利用します。ご了承いただける場合には、「産学連携学会第18回大会参
加/発表申込書（地域枠）」の所定の欄へチェックをお願いします。

⑫  重要な締切日
2020年4月  9日㈭ 〈予約〉大会参加申込および送金

2020年4月  9日㈭ 〈予約〉情報交換会申込および送金

2020年4月  9日㈭ 一般講演申込

2020年4月  9日㈭ ポスターセッション申込

2020年4月16日㈭ 発表要旨（ワード、またはPDF）提出

2020年6月11日㈭ 発表原稿（Microsoft PowerPoint）提出

⑬  大会事務局（お問い合わせ先）
産学連携学会第18回大会実行委員会（秋田大学産学連携推進機構）
事務局：矢口玲、成川緑、伊藤慎一
　　　　郵便番号010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1 sangaku2020@crc.akita-u.ac.jp
　　　　TEL：018-889-2712

秋田県はこんなところです。お越しをお待ちしております。
　秋田県は、東北地方北西部の日本海側に位置し
ています。世界自然遺産の白神山地や日本一深い
湖である田沢湖。男鹿地方には全国的にも有名な
風習・文化であるなまはげの伝承が今もなお続い
ています。食はきりたんぽ、ハタハタ、比内地鶏
など山海の幸が豊富であきたこまちを代表とした
こめどころ、さけどころとしても知られています。
　また、近年は国の天然記念物で本県原産の秋田
犬がロシアの女子フィギュアスケート選手に贈呈
されたことで注目を浴びています。
　このように地域発文化の発信地として様々なと
ころで話題となっております。是非秋田県にお越
し頂き、秋田の魅力を肌で感じてもらえればと思
います。皆様のお越しをお待ちしております。

■ 秋田市へのアクセス（新幹線）

　東京から秋田　約4時間
　仙台から秋田　約2時間

■ 大会会場へのアクセス

　秋田ビューホテル
　JR秋田駅（西口）から徒歩3分

航空便、宿泊など、お早めのご予約をお勧
めいたします。

40㎜ 20㎜

演題
［一行空ける］
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文字サイズ10～11ポイント
2枚以内

はじめに

25㎜

25㎜ 25㎜

新県立美術館

エリア   
なかいち   

ホテル
メトロ

ポリタン
秋田

堀

千秋公園

堀

県立循環器・
脳脊髄センター

秋田
OPA

コンフォートホテル
秋田秋田

キャッスル
ホテル

フォンテ
AKITA

西
口

市営
駐車場

ドーミー
イン
秋田カレッジ

プラザ

ホテル
アルファーワン

秋田

旧県立
美術館

秋田ビューホテル

秋田犬辰子像と田沢湖



　産学連携学会は、産学連携に従事する人、産学連携を必要とする人、産学連携を支える人、産学連携に関
心のある人すべてを対象とし、産学連携学の確立及び産学連携の発展をとおして、学術や技術の促進と豊か
で個性と活性に富んだ社会構築に寄与することを目的として活動しています。
　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が広く交流し、相互に啓発しあう場とし
て、下記により、第18回大会を開催します。
　学会員はもとより産学連携に関心のある方々の多くのご参加をお願い申し上げます。

①  大 会
開催日：2020年6月18日㈭・6月19日㈮
場　所：秋田ビューホテル
　　　　〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目6-1
　　　　TEL 018-832-1111
　　　　URL https：//www.viewhotels.co.jp/akita/

②  情報交換会
開催日：2019年6月18日㈭　18：30〜20：00（予定）
場　所：秋田ビューホテル
　　　　〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目6-1
　　　　TEL 018-832-1111
　　　　URL https：//www.viewhotels.co.jp/akita/

③  大会プログラムの概要
⑴　特別講演
・スポーツと産学連携

「カーリング世界一を目指すトライボロジー研究と産学連携」（仮題）

　　北見工業大学　工学部　地域未来デザイン学科　教授　桝井 文人 氏

「北都銀行バドミントン部と秋田大学との産学連携」
　　北都銀行　取締役会長　斉藤 永吉 氏

⑵　シンポジウム

「社会実装を意識したこれからの産学連携のありかたとは」
　近年、産学連携はものづくりに向けたシーズ・ニーズマッチングの枠を超え、「スポーツ」「食」「観
光」など、様々なセクターとの連携により、社会実装が実現しつつあります。そこで本シンポジ
ウムでは、産学連携の社会実装に焦点を当て、これからの産学連携が果たすべき役割と、その問
題点を整理し、皆様で考える場として開催します。

秋田ノーザンハピネッツ株式会社　代表取締役社長　水野 勇気 氏
株式会社かおる堂　代表取締役社長　藤井 明 氏
JR東日本秋田支社　地域活性化推進室長　田口 義則 氏
北見工業大学　工学部　地域未来デザイン学科　教授　桝井 文人 氏
秋田大学　教育文化学部　准教授　臼木 智昭

　コーディネーター　秋田大学　産学連携推進機構長　教授　倉林 徹

⑶　ランチョンミーティング

「地域の大学が産業界と連携するために」
　秋田県は、半導体や医療機器などの電気・機械産業に関わる企業が多くあり、また、米どころ、
酒どころとしても知られている産学連携の機会に恵まれた地でもある。このような中、県内の国
公立大学が産学連携や地域連携に対しどのような取り組みを行い、社会実装を目指しているかに
ついて、事例を中心に紹介し、秋田県という一つの地方の産学連携の取り組み状況を大学の視点
からリレー形式でお話します。

国立大学法人 秋田大学　　　　公立大学法人 秋田県立大学　　公立大学法人 国際教養大学
公立大学法人 秋田美術大学　　国立高等専門学校機構 秋田高専

⑷　一般講演（口頭発表）
　発表内容については、以下の項目のみに限るものではありません。別添のプログラム分類表を
ご参照ください。プログラム分類表は、⑥⑴で記載するWebsiteからもダウンロードできます。

1 人材育成 2 組織間連携 3 知的財産 4 リエゾン活動 5 産学官連携プロジェクト

6 産学官連携に関連した大
学等における法令等遵守 7 大学発ベンチャー 8 産学官連携政策 9 国際展開 10 産学連携論

⑸　オーガナイズドセッション
　本大会では以下のようなオーガナイズドセッションを予定しております
　●地域スポーツチームからみた産学連携への期待
　…その他学会員よりオーガナイズドセッション開催希望について募集を行います

⑹　ポスターセッション
　一般講演区分と同様の内容のほか、産学連携事例、シーズの紹介等を募集します。

⑺　学生奨励賞
　一般公演及びポスターセッション発表者から奨励賞を授与します。（学生）

④  大会日程
区分 A B C D E F P

6
月
18
日
㈭

10:00〜12:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

12:00〜13:00 ランチョン

13:00〜14:30 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

14:00〜14:30 開会式

14:30〜15:50 特別講演

16:00〜17:30 シンポジウム

17:40〜18:10 定期総会

18:30〜20:00 情報交換会

6
月
19
日
㈮

9:00〜10:00 OS 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10:00〜12:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

12:00〜13:00 コアタイム

13:00〜15:00 OS 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15:00〜16:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

※日程は予定であり一般講演等の申込状況により変更になる可能性があります。
※昼食は、会場内および周辺の飲食店等をご利用ください。
※ランチョンは別途参加費が必要です。

⑤  参加費用

項　　目 会　員　種　別
費　用（円）

予約※1 非予約※2

大会参加費

正会員（個人・団体）または準会員（左に同じ） 5,500 6,000

正会員（学生） 2,500 3,000

非会員 8,000 9,000

情報交換会費

正会員（個人・団体）または準会員（左に同じ） 5,000 6,000

正会員（学生） 2,500 3,500

非会員 5,000 6,000

※1　2020年4月9日㈭までに参加申込を行った場合の費用
※2　2020年4月10日㈮以降（大会当日を含む）に参加申込を行った場合の費用

⑥  大会参加/一般講演およびポスターセッションの申込方法
　大会に参加を希望される方は、発表の有無にかかわらず、大会事務局のホームページから「産
学連携学会第18回大会参加/発表申込（地域枠）」に必要事項をご記入の上、お申込ください。

（https://reg-cloud.com/akita2020/Entry/RegTop.aspx）
　また、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、銀行振込みにて送金
をしてください（振込先は下記）。なお、銀行振込みによる振込手数料は参加者のご負担になりま
すのでご了承ください。お申込みが出来ない場合は大会事務局までご連絡ください。

⑴　産学連携学会第18回大会参加/発表申込書（地域枠）について
・別添の印刷物以外に電子ファイルを別途用意してあります。電子ファイルは下記Websiteから

ダウンロードできます。③⑷で既述の通り、このWebsiteからプログラム分類表もダウンロー
ドできます。http://www.j-sip.org/annual_meeting/18th_2020/18th_index.html

⑵　予約申込

予約申込締切日：2020年4月9日㈭
・「産学連携学会第18回大会参加/発表申込書（地域枠）」送付と「銀行振込」のいずれもこの日

が期限です。
・大会不参加の場合でも、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「産学連携学会第18回大会参加/発

表申込書（地域枠）」で申込をしてください。

⑶　非予約申込
・4月10日㈮以降に参加申込をされる場合は非予約申込となり費用が異なります。
　なお大会当日、会場での申込も受け付けます。

⑷　一般講演およびポスターセッションの申込
⑴　一般講演、ポスターセッションの発表希望者は、 2020年4月9日㈭  までに予約申込（上

記⑴）を行い、必要事項を記入してください。
⑵　その後、⑦にしたがって発表要旨原稿を作成し、期日までに提出してください。

大会参加費・
情報交換会費の
振込先

●銀行名：北都銀行（ホクトギンコウ）
●支店名：手形支店（テガタシテン）
●口座名義：産学連携学会　第18回大会　大会長　山本文雄
●口座区分：普通預金
●口座番号：8116830

産学連携学会第18回大会のご案内
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「社会実装を意識したこれからの産学連携のありかたとは」
　近年、産学連携はものづくりに向けたシーズ・ニーズマッチングの枠を超え、「スポーツ」「食」「観
光」など、様々なセクターとの連携により、社会実装が実現しつつあります。そこで本シンポジ
ウムでは、産学連携の社会実装に焦点を当て、これからの産学連携が果たすべき役割と、その問
題点を整理し、皆様で考える場として開催します。

秋田ノーザンハピネッツ株式会社　代表取締役社長　水野 勇気 氏
株式会社かおる堂　代表取締役社長　藤井 明 氏
JR東日本秋田支社　地域活性化推進室長　田口 義則 氏
北見工業大学　工学部　地域未来デザイン学科　教授　桝井 文人 氏
秋田大学　教育文化学部　准教授　臼木 智昭

　コーディネーター　秋田大学　産学連携推進機構長　教授　倉林 徹

⑶　ランチョンミーティング

「地域の大学が産業界と連携するために」
　秋田県は、半導体や医療機器などの電気・機械産業に関わる企業が多くあり、また、米どころ、
酒どころとしても知られている産学連携の機会に恵まれた地でもある。このような中、県内の国
公立大学が産学連携や地域連携に対しどのような取り組みを行い、社会実装を目指しているかに
ついて、事例を中心に紹介し、秋田県という一つの地方の産学連携の取り組み状況を大学の視点
からリレー形式でお話します。

国立大学法人 秋田大学　　　　公立大学法人 秋田県立大学　　公立大学法人 国際教養大学
公立大学法人 秋田美術大学　　国立高等専門学校機構 秋田高専

⑷　一般講演（口頭発表）
　発表内容については、以下の項目のみに限るものではありません。別添のプログラム分類表を
ご参照ください。プログラム分類表は、⑥⑴で記載するWebsiteからもダウンロードできます。

1 人材育成 2 組織間連携 3 知的財産 4 リエゾン活動 5 産学官連携プロジェクト

6 産学官連携に関連した大
学等における法令等遵守 7 大学発ベンチャー 8 産学官連携政策 9 国際展開 10 産学連携論

⑸　オーガナイズドセッション
　本大会では以下のようなオーガナイズドセッションを予定しております
　●地域スポーツチームからみた産学連携への期待
　…その他学会員よりオーガナイズドセッション開催希望について募集を行います

⑹　ポスターセッション
　一般講演区分と同様の内容のほか、産学連携事例、シーズの紹介等を募集します。

⑺　学生奨励賞
　一般公演及びポスターセッション発表者から奨励賞を授与します。（学生）

④  大会日程
区分 A B C D E F P

6
月
18
日
㈭

10:00〜12:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

12:00〜13:00 ランチョン

13:00〜14:30 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

14:00〜14:30 開会式

14:30〜15:50 特別講演

16:00〜17:30 シンポジウム

17:40〜18:10 定期総会

18:30〜20:00 情報交換会

6
月
19
日
㈮

9:00〜10:00 OS 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10:00〜12:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

12:00〜13:00 コアタイム

13:00〜15:00 OS 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15:00〜16:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

※日程は予定であり一般講演等の申込状況により変更になる可能性があります。
※昼食は、会場内および周辺の飲食店等をご利用ください。
※ランチョンは別途参加費が必要です。

⑤  参加費用

項　　目 会　員　種　別
費　用（円）

予約※1 非予約※2

大会参加費

正会員（個人・団体）または準会員（左に同じ） 5,500 6,000

正会員（学生） 2,500 3,000

非会員 8,000 9,000

情報交換会費

正会員（個人・団体）または準会員（左に同じ） 5,000 6,000

正会員（学生） 2,500 3,500

非会員 5,000 6,000

※1　2020年4月9日㈭までに参加申込を行った場合の費用
※2　2020年4月10日㈮以降（大会当日を含む）に参加申込を行った場合の費用

⑥  大会参加/一般講演およびポスターセッションの申込方法
　大会に参加を希望される方は、発表の有無にかかわらず、別添の「産学連携学会第18回大会参
加/発表申込書（地域枠）」に必要事項をご記入の上、大会事務局へメールまたはファックスでお申
込ください。
　また、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、銀行振込みにて送金
をしてください（振込先は下記）。なお、銀行振込みによる振込手数料は参加者のご負担になりま
すのでご了承ください。お申込みが出来ない場合は大会事務局までご連絡ください。

⑴　産学連携学会第18回大会参加/発表申込書（地域枠）について
・別添の印刷物以外に電子ファイルを別途用意してあります。電子ファイルは下記Websiteから

ダウンロードできます。③⑷で既述の通り、このWebsiteからプログラム分類表もダウンロー
ドできます。http://www.j-sip.org/annual_meeting/18th_2020/18th_index.html

⑵　予約申込

予約申込締切日：2020年4月9日㈭
・「産学連携学会第18回大会参加/発表申込書（地域枠）」送付と「銀行振込」のいずれもこの日

が期限です。
・大会不参加の場合でも、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「産学連携学会第18回大会参加/発

表申込書（地域枠）」で申込をしてください。

⑶　非予約申込
・4月10日㈮以降に参加申込をされる場合は非予約申込となり費用が異なります。
　なお大会当日、会場での申込も受け付けます。

⑷　一般講演およびポスターセッションの申込
⑴　一般講演、ポスターセッションの発表希望者は、 2020年4月9日㈭  までに予約申込（上

記⑴）を行い、必要事項を記入してください。
⑵　その後、⑦にしたがって発表要旨原稿を作成し、期日までに提出してください。

大会参加費・
情報交換会費の
振込先

●銀行名：北都銀行（ホクトギンコウ）
●支店名：手形支店（テガタシテン）
●口座名義：産学連携学会　第18回大会　大会長　山本文雄
●口座区分：普通預金
●口座番号：8116830

産学連携学会第18回大会のご案内



　産学連携学会は、産学連携に従事する人、産学連携を必要とする人、産学連携を支える人、産学連携に関
心のある人すべてを対象とし、産学連携学の確立及び産学連携の発展をとおして、学術や技術の促進と豊か
で個性と活性に富んだ社会構築に寄与することを目的として活動しています。
　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が広く交流し、相互に啓発しあう場とし
て、下記により、第18回大会を開催します。
　学会員はもとより産学連携に関心のある方々の多くのご参加をお願い申し上げます。

①  大 会
開催日：2020年6月18日㈭・6月19日㈮
場　所：秋田ビューホテル
　　　　〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目6-1
　　　　TEL 018-832-1111
　　　　URL https：//www.viewhotels.co.jp/akita/

②  情報交換会
開催日：2019年6月18日㈭　18：30〜20：00（予定）
場　所：秋田ビューホテル
　　　　〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目6-1
　　　　TEL 018-832-1111
　　　　URL https：//www.viewhotels.co.jp/akita/

③  大会プログラムの概要
⑴　特別講演
・スポーツと産学連携

「カーリング世界一を目指すトライボロジー研究と産学連携」（仮題）

　　北見工業大学　工学部　地域未来デザイン学科　教授　桝井 文人 氏

「北都銀行バトミントン部と秋田大学との産学連携」
　　北都銀行　取締役会長　斉藤 永吉 氏

⑵　シンポジウム

「社会実装を意識したこれからの産学連携のありかたとは」
　近年、産学連携はものづくりに向けたシーズ・ニーズマッチングの枠を超え、「スポーツ」「食」「観
光」など、様々なセクターとの連携により、社会実装が実現しつつあります。そこで本シンポジ
ウムでは、産学連携の社会実装に焦点を当て、これからの産学連携が果たすべき役割と、その問
題点を整理し、皆様で考える場として開催します。

秋田ノーザンハピネッツ株式会社　代表取締役社長　水野 勇気 氏
株式会社かおる堂　代表取締役社長　藤井 明 氏
JR東日本秋田支社　地域活性化推進室長　田口 義則 氏
北見工業大学　工学部　地域未来デザイン学科　教授　桝井 文人 氏
秋田大学　教育文化学部　准教授　臼木 智昭

　コーディネーター　秋田大学　産学連携推進機構長　教授　倉林 徹

⑶　ランチョンミーティング

「地域の大学が産業界と連携するために」
　秋田県は、半導体や医療機器などの電気・機械産業に関わる企業が多くあり、また、米どころ、
酒どころとしても知られている産学連携の機会に恵まれた地でもある。このような中、県内の国
公立大学が産学連携や地域連携に対しどのような取り組みを行い、社会実装を目指しているかに
ついて、事例を中心に紹介し、秋田県という一つの地方の産学連携の取り組み状況を大学の視点
からリレー形式でお話します。

国立大学法人 秋田大学　　　　公立大学法人 秋田県立大学　　公立大学法人 国際教養大学
公立大学法人 秋田美術大学　　国立高等専門学校機構 秋田高専

⑷　一般講演（口頭発表）
　発表内容については、以下の項目のみに限るものではありません。別添のプログラム分類表を
ご参照ください。プログラム分類表は、⑥⑴で記載するWebsiteからもダウンロードできます。

1 人材育成 2 組織間連携 3 知的財産 4 リエゾン活動 5 産学官連携プロジェクト

6 産学官連携に関連した大
学等における法令等遵守 7 大学発ベンチャー 8 産学官連携政策 9 国際展開 10 産学連携論

⑸　オーガナイズドセッション
　本大会では以下のようなオーガナイズドセッションを予定しております
　●地域スポーツチームからみた産学連携への期待
　…その他学会員よりオーガナイズドセッション開催希望について募集を行います

⑹　ポスターセッション
　一般講演区分と同様の内容のほか、産学連携事例、シーズの紹介等を募集します。

⑺　学生奨励賞
　一般公演及びポスターセッション発表者から奨励賞を授与します。（学生）

④  大会日程
区分 A B C D E F P

6
月
18
日
㈭

10:00〜12:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

12:00〜13:00 ランチョン

13:00〜14:30 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

14:00〜14:30 開会式

14:30〜15:50 特別講演

16:00〜17:30 シンポジウム

17:40〜18:10 定期総会

18:30〜20:00 情報交換会

6
月
19
日
㈮

9:00〜10:00 OS 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10:00〜12:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

12:00〜13:00 コアタイム

13:00〜15:00 OS 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15:00〜16:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

※日程は予定であり一般講演等の申込状況により変更になる可能性があります。
※昼食は、会場内および周辺の飲食店等をご利用ください。
※ランチョンは別途参加費が必要です。

⑤  参加費用

項　　目 会　員　種　別
費　用（円）

予約※1 非予約※2

大会参加費

正会員（個人・団体）または準会員（左に同じ） 5,500 6,000

正会員（学生） 2,500 3,000

非会員 8,000 9,000

情報交換会費

正会員（個人・団体）または準会員（左に同じ） 5,000 6,000

正会員（学生） 2,500 3,500

非会員 5,000 6,000

※1　2020年4月9日㈭までに参加申込を行った場合の費用
※2　2020年4月10日㈮以降（大会当日を含む）に参加申込を行った場合の費用

⑥  大会参加/一般講演およびポスターセッションの申込方法
　大会に参加を希望される方は、発表の有無にかかわらず、大会事務局のホームページから「産
学連携学会第18回大会参加/発表申込（地域枠）」に必要事項をご記入の上、お申込ください。

（https://reg-cloud.com/akita2020/Entry/RegTop.aspx）
　また、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、銀行振込みにて送金
をしてください（振込先は下記）。なお、銀行振込みによる振込手数料は参加者のご負担になりま
すのでご了承ください。お申込みが出来ない場合は大会事務局までご連絡ください。

⑴　産学連携学会第18回大会参加/発表申込書（地域枠）について
・別添の印刷物以外に電子ファイルを別途用意してあります。電子ファイルは下記Websiteから

ダウンロードできます。③⑷で既述の通り、このWebsiteからプログラム分類表もダウンロー
ドできます。http://www.j-sip.org/annual_meeting/18th_2020/18th_index.html

⑵　予約申込

予約申込締切日：2020年4月9日㈭
・「産学連携学会第18回大会参加/発表申込書（地域枠）」送付と「銀行振込」のいずれもこの日

が期限です。
・大会不参加の場合でも、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「産学連携学会第18回大会参加/発

表申込書（地域枠）」で申込をしてください。

⑶　非予約申込
・4月10日㈮以降に参加申込をされる場合は非予約申込となり費用が異なります。
　なお大会当日、会場での申込も受け付けます。

⑷　一般講演およびポスターセッションの申込
⑴　一般講演、ポスターセッションの発表希望者は、 2020年4月9日㈭  までに予約申込（上

記⑴）を行い、必要事項を記入してください。
⑵　その後、⑦にしたがって発表要旨原稿を作成し、期日までに提出してください。

大会参加費・
情報交換会費の
振込先

●銀行名：北都銀行（ホクトギンコウ）
●支店名：手形支店（テガタシテン）
●口座名義：産学連携学会　第18回大会　大会長　山本文雄
●口座区分：普通預金
●口座番号：8116830

産学連携学会第18回大会のご案内



産学連携学会
第18回大会

【秋田大会】開催のご案内

日　　　　時 

場　　　　所 秋田ビューホテル
 〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目6-1

主　　　　催 特定非営利活動法人

 産学連携学会
共　　　　催 秋田大学（ほか予定）

後　　　　援 秋田県（ほか予定）

大 会 運 営 大　会　長 山本 文雄
 　　　　　　　 秋田大学長　
 実行委員長 小川 信明
 　　　　　　　 秋田大学理事
 （研究・産学連携・国際交流・国際戦略担当） 
参加申込期間 2020年2月3日㈪
　　　　　　 ～4月9日㈭
発表要旨提出期限 2020年4月16日㈭
お問い合わせ 大会事務局
　　　　　TEL 018-889-2712　矢口・成川・伊藤

　　 　　E-mail sangaku2020@crc.akita-u.ac.jp

参加申込等の詳細のご案内は3月2日㈪を予定しております。
学会ホームページやメールニュースでご案内いたします。

2020年18日・19日6月
㈭ ㈮

特定非営利活動法人
産学連携学会ホームページ
http://j-sip.org/

プロメテウスの火
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。

⑦  発表要旨原稿の作成および提出
⑴　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
およびカラーのいずれでも構いません。

⑵　余白は上20㎜、下25㎜、左右各25㎜とします。
⑶　文字のサイズは10〜11ポイントを基本とします。
⑷　1行目には、左から40㎜以上空けて（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（複数連盟
の場合は演者の氏名の前に○印をつける）とかっこ内に
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。

⑸　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。

⑹　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。

⑺　作成した発表要旨は、 2020年4月16日㈭  までに、
所定の入力フォームから提出してください。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。

⑻　本大会でも、前回の奈良大会に引き続き、講演予稿集は大会ホームページから閲覧・ダウンロー
ドしてご利用いただきます。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  2020年6月上旬  頃にメールにてご案内いた
します。

⑧  一般講演の発表方法
⑴　発表時間は、講演12分、討論3分、合計15分の予定です。
⑵　発表に使用する機器は、液晶プロジェクターとします。
⑶　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、その電子ファイルを、2020年6月11日㈭までに、大会事務局へメールにて提出し
てください。ファイル名は「発表者の氏名.ppt」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。

⑷　OHPは使用できません。

⑨  ポスターセッションの発表方法
⑴　出展者は、ポスターを  2020年6月18日㈭  9時から10時までに会場に持参し、所定の場

所に各自展示してください。
　　ポスターは大会期間中（6月19日㈮16時30分まで）継続して展示します。
⑵　ポスターのサイズは、縦160㎝以内、横90㎝以内とします。
⑶　当日ポスターの左上の角（縦12×横22㎝）に発表番号を貼付しますので、その部分を空白に

しておいてください。
⑷　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。

⑩  奨励賞について
⑴　本学会では、学生（学生会員のみ）による優れた発表（一般講演またはポスターセッション）

に対して奨励賞を授与します。
⑵　奨励賞のエントリーを希望する学生は、「産学連携学会18回大会参加/発表申込書」の所定の

欄への記入をお願いします。

⑪  個人情報の取り扱いについて
　本大会参加申込に際し得た個人情報につきましては、特定非営利活動法人 産学連携学会の定款
に定める活動・事業のみに利用します。ご了承いただける場合には、「産学連携学会第18回大会参
加/発表申込書（地域枠）」の所定の欄へチェックをお願いします。

⑫  重要な締切日
2020年4月  9日㈭ 〈予約〉大会参加申込および送金

2020年4月  9日㈭ 〈予約〉情報交換会申込および送金

2020年4月  9日㈭ 一般講演申込

2020年4月  9日㈭ ポスターセッション申込

2020年4月16日㈭ 発表要旨（ワード、またはPDF）提出

2020年6月11日㈭ 発表原稿（Microsoft PowerPoint）提出

⑬  大会事務局（お問い合わせ先）
産学連携学会第18回大会実行委員会（秋田大学産学連携推進機構）
事務局：矢口玲、成川緑、伊藤慎一
　　　　郵便番号010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1 sangaku2020@crc.akita-u.ac.jp
　　　　TEL：018-889-2712

秋田県はこんなところです。お越しをお待ちしております。
　秋田県は、東北地方北西部の日本海側に位置し
ています。世界自然遺産の白神山地や日本一深い
湖である田沢湖。男鹿地方には全国的にも有名な
風習・文化であるなまはげの伝承が今もなお続い
ています。食はきりたんぽ、ハタハタ、比内地鶏
など山海の幸が豊富であきたこまちを代表とした
こめどころ、さけどころとしても知られています。
　また、近年は国の天然記念物で本県原産の秋田
犬がロシアの女子フィギュアスケート選手に贈呈
されたことで注目を浴びています。
　このように地域発文化の発信地として様々なと
ころで話題となっております。是非秋田県にお越
し頂き、秋田の魅力を肌で感じてもらえればと思
います。皆様のお越しをお待ちしております。

■ 秋田市へのアクセス（新幹線）

　東京から秋田　約4時間
　仙台から秋田　約2時間

■ 大会会場へのアクセス

　秋田ビューホテル
　JR秋田駅（西口）から徒歩3分

航空便、宿泊など、お早めのご予約をお勧
めいたします。

40㎜ 20㎜

演題
［一行空ける］

産学太郎、○産学花子（あきた研究所）
事業一郎（産学連携商事㈱）

［一行空ける］

文字サイズ10～11ポイント
2枚以内
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秋田犬辰子像と田沢湖
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