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 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、産官学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９回年次大会を開催します。学会員はもとより産学連携に関心のあ

る方々の多くの参加をお願い申し上げます。 

 

記 

１．大 会 
開催日   ２０１１年６月１６日（木）～２０１１年６月１７日（金） 

場  所  アバンセ（佐賀県立男女共同参画センター・佐賀県立生涯学習センター） 

〒840-0815 佐賀県佐賀市天神三丁目2－11  
TEL0952-26-0011 FAX0952-25-5591 

URL  http://avance.or.jp/ 

 

２．懇 親 会 
日  時   ２０１１年６月１６ 日（木）１８時３０分～２０時００分 

場  所  四季彩ホテル 千代田館  

 

３．大会プログラムの概要 
（１）招待講演 Ａ会場 6月16日(木)10:30～12:00 

     「地域経済の活性化と産学連携」 

 社団法人 九州経済連合会 会長 松尾新吾 様 

 

（２）シンポジウム Ａ会場 6月16日(木)15:00～16:30 

テーマ：｢これからの農業人材育成と大学の役割｣ 

コーディネータ 辻 一成 佐賀大学農学部 

パネリスト 内海修一 佐賀大学大学院農学研究科 

 木下幸雄 岩手大学農学部・いわてアグリフロンティアスクール 

 下田敏史 (株)農研堂取締役(佐賀大学 VB) 

 黒川幸彦 佐賀県農業大学校養成部長 

コメンテータ    島田和彦 農林水産省 研究推進課 産学連携室長 

 池田貴城 文部科学省 産業連携・地域支援課長 

 進藤秀夫 経済産業省 大学連携推進課長 

 

   （３）一般講演（口頭発表）とオーガナイズドセッション 

     全国から 104件のエントリー発表があります。これの他に地域中小企業者の商品開発を題材

とした｢開物成務塾オーガナイズドセッション１～３｣及び地方大学イノベーション研究会に

よる｢産学連携を新たなステージへ｣と題したオーガナイズドセッションが開催されます。 

 

（４）ポスターセッション（ポスター展示と短時間の口頭発表によるフリーセッション） 

22件のエントリーがあり、両日ともに12:00-13:00がコアタイムとなります。 

 

 



 

４．大会日程 
6月 16日 (木) 

 

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場 
     

10：00～10：30 

開 会 式 

10：30～12：00 

招 待 講 演 

    12：00～17：30 

 

ポスターセッション 

 

コアタイム 

12：00～13：00 

13：00～15：00 

開物成務塾 

オーガナイズドセッション 

13：00～14：00 

セッション 1 「生物資源」 

座長：清水 健二 

﨑田、小橋、上原 

14：00～15：00 

セッション 2 「新ジャンル製品」 

座長：荒磯 恒久 

笠置、小松、笹栗 

13：00～14：00 

「産学官連携プロジェクト 1」 

座長：藤原 貴典 

高倉、佐々木(茂)、 

野田、崎山 

13：00～14：15 

「医工連携」 

座長：大石 博海 

長谷川、中村、秋丸、 

阿部(紀)、西 

13：00～14：00 

「人材育成 1」 

座長：李 鎔璟 

阿部(誠)、本間(直)、 

嶋野、杉岡 

14：00～14：45 

「産業振興施策」  

座長：山口 佳和 

林(聖)、渡邉(崇)、大串 

14：00～15：00 

「産学連携手法」 

座長：澤田 芳郎 

永井、大久保、大西、池田(裕) 

14：15～15：00 

「国際産学連携 1」 

 座長：丹生 晃隆 

近藤、新居、伊藤(正)  

15：00～16：30 

シンポジウム 

  

16：30～17：30 

定 期 総 会 

 

6月 17日 (金) 
 

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場 
9：30～10：30 

「農林水産の産学連携」 

座長：佐藤 三郎 

塘、山名、松本、殿岡 

9：30～11：00 

「産学連携の分析 1」 

座長：北村 寿宏 

新谷、八神、伊藤(慎)、 

澤田、内島、木村(雅) 

9：30～10：45 

「産学官連携プロジェクト 2」 

座長：石塚 悟史 

石川(雅)、出口、野田、 

佐々木(文)、下崎 

9：30～11：00 

「リエゾンコーディネート 1」 

座長：川崎 一正 

大井、丹生、小島、城野、 

鈴木(康)、馬場 

9：30～16：55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスターセッション 

 

コアタイム 

12：00～13：00 

10：30～11：30 

「ＪＳＴセッション」 

座長：田口 幹 

国久、西ヶ野、藤井、剱持 

10：45～12：00 

「産学官連携プロジェクト 3」 

座長：野田 誠一 

石塚、黒木、佐藤(三)、 

嶋野、北垣 

11：00～12：00 

「産学連携の分析 2」 

座長：木村 雅和 

伊藤(正)、小川、高畑、関 

11：00～11：45 

「リエゾンコーディネート 2」 

座長：永井 明彦 

大田、本間(直)、岡村 

11：30～12：00 

「大学発ベンチャー」 

座長：松尾 純廣 

山本(佳)、藤原(貴)  

   

13：00～14：15 

「産学連携論」 

座長：小野 浩幸 

湯本、湯本、荒磯、 

澤田、山本(一) 

13：00～14：30 

「知的財産」 

座長：鞘師 守 

本間(高)、鈴木(睦)、藤原(雄)、 

小林、山口、大屋 

13：00～14：45 

「地域イノベーションの創出」 

座長：林 聖子 

北村、丹生、伊藤(正)、 

藤原(貴)、川崎、北村、川崎 

13：00～14：30 

「人材育成 2」 

座長：杉岡 秀紀 

林(靖)、大村、石川(洋)、 

李、山岸、本多 

14：15～15：45 

オーガナイズドセッション 

「産学連携を新たなステージへ」 

座長：中武 貞文 

入野、前波、澤田、今井、西川 

14：30～15：15 

「国際産学連携 2」 

座長： 池田 裕一 

嵯峨山、中野、クスタース 

14：30～15：30 

「組織間連携 1」 

座長：伊藤 正実 

桑江、安部、佐藤(春)、荒磯 

14：45～16：00 

「産学連携の仕組み」 

座長：内島 典子 

大石、西村、赤崎、小野、加藤 15：15～16：00 

「国際産学連携 3」 

座長：桑江 良昇 

松尾、丹生、渡辺(裕) 

15：30～16：15 

「組織間連携 2」 

座長： 山名 一男 

田口、鞘師、福澤 

15：45～16：55 

開物成務塾 

オーガナイズドセッション 

セッション 3  

「困っている課題解決」 

座長：伊藤 正実 

古川、佐々木(敏)、 

岸野、阿部(祥) 

  

  

※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。 
※昼食は会場周辺の各種レストラン等をご利用ください。弁当の予約販売も行います。 
 



 

※大会前日の6月15日(水）半日を使って佐賀大学の誇る全国共同利用施設「佐賀大学海洋エネルギ

ー研究センター」の見学会を実施します。興味のある方はご参加下さい。 

集合時刻 ：6月15日(水）12：30(昼食を済ませて集合） 

集合場所 ：JR佐賀駅北口 

行 き 先 ：佐賀大学海洋エネルギー研究センター 伊万里サテライト 

 ：交通機関：佐賀大学スクールバス（会場まで約50kmあります）無料 

募集人数 ：40名(申し込み順） 

 

５．参加費用 

＊１ 2011年3月31日（木）までに必着で参加申し込みを行った場合の費用 

＊２ 2011年3月31日（木）を過ぎて当日までに参加申し込みを行った場合の費用 

 

６．大会参加の申し込み方法 
大会に参加を希望される方は、発表の有無にかかわらず、参加申込書を大会ホームページからダ

ウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、電子メールに添付して大会実行委員会事務局まで

お申し込みください。（FAX、郵送も可） 

また、同時に上記５の大会参加費および交流会費（参加希望者のみ）を別途送金してください（振

込先は下記）。なお、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。 

 

【大会参加の申込先】 
 産学連携学会第９回大会実行委員会（国立大学法人佐賀大学） 
   実行委員長  佐藤 三郎 
 〒840-8502 佐賀市本庄町1番地 佐賀大学産学官連携推進機構内 
TEL：0952-28-8961, FAX：0952-28-8186  
E-mail : sangaku@ml.cc.saga-u.ac.jp 

 

【大会ホームページ】 

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

 

【大会参加費・懇親会費の振込先】 

[郵便振替払込口座] 
振替口座番号：０１７７０－１－１２２１７２ 
加入者名（口座名義）： 産学連携学会九州支部 

［銀行口座］ 
取扱銀行名／支店名  ゆうちょ銀行／一七九（イチナナキュウ）支店（支店コード：１７９） 
預金種目：当座預金       口座番号：０１２２１７２ 
加入者名（口座名義）： 産学連携学会九州支部 

項 目 会員種別 
費 用 （円） 

予約＊１ 非予約(当日含む＊2) 

大会参加費 

（要旨集代を含む） 

 

正会員（個人・法人） 

または準会員 

 

５，５００ 

 

６，０００ 

正会員（学生） ２，５００ ３，０００ 

非会員 ８，０００ ９，０００ 

懇親会費 

 

正会員（個人・法人） 

または準会員 

 

５，０００ 

 

６，０００ 

正会員（学生） ２，５００ ３，０００ 

非会員 ５，０００ ６，０００ 

http://www.j-sip.org/


 

７．一般講演の発表方法 
（１）発表時間は、講演12分、討論3分、合計15分の予定です。 

（２）発表に使用する機器は、液晶プロジェクターとします。 

（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、その電子ファイルをメール（10MBまで）またはCDに保存して、２０１１年６月１０日（金）

までに（必着）提出してください。ファイル名は「演者の氏名.ppt」としてください。なお、

コンピュータ（OS：Windows）は事務局が用意したものを使用していただきます。 

（４）OHPは使用できません。 

 

８．ポスターセッションの発表方法 
（１）ポスター展示 

ａ）出展者は、ポスターを２０１１年６月１６日の午前９時30分から12時までに会場へ持参し、所

定の場所に各自展示してください。ポスターは大会開催中継続して展示します。 

ｂ）ポスターのサイズは、縦160 cm×横90 cm 以内とします。 

ｃ）当日、ポスターの左上の角（縦12 cm×横22 cm）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。 

ｄ）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。 

 

会場地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会事務局（申込・問い合わせ先） 
産学連携学会第９回大会実行委員会（国立大学法人佐賀大学 産学官連携推進機構） 

   実行委員長 佐藤 三郎 

   （事務担当：下崎光明） 

  〒840-8502 佐賀市本庄町1番地 

TEL：0952-28-8961, FAX：0952-28-8186   E-mail : sangaku@ml.cc.saga-u.ac.jp  

第 9回大会 
会 場 

懇親会 
会 場 

 


