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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
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産学連携学会第19回大会のご案内

大会1

大会プログラムの概要

「グローバルな視点からの人材育成／産学官連携」 

「イノベーションを起こす社会の勇気を産学官金連携から」

2

1 特別講演

2 シンポジウム

　産学連携学会は、産学連携学の確立および産学官金連携の発展を通して、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。
　産学官金連携に関する諸課題について、産学官金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19回大会を開催します。学会員はもとより産学官金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。

　産業界が大学に期待すること、大学が求める産業界との連携について意見交換をすることで、産学官金
連携活動によるイノベーションを起こすにはどうしたら良いか、日本が今後生き残っていくにはどうした
ら良いか討論していきます。

2021年６月３日（木）・６月４日（金）

Microsoft Teamsによるオンライン開催

ボーイングジャパン株式会社　ディレクター　政府関係/渉外担当　小林 美和

開催日

場　所

パネラー(敬称略)

コメンテーター（敬称略）

ファシリテーター（敬称略）

• 日本ガイシ株式会社　取締役常務執行役員　研究開発本部長　開発委員長　七瀧　努
• ブラザー工業株式会社　代表取締役会長　小池　利和
• 株式会社デンソー　シニアアドバイザー　伊藤　正彦
• ボーイングジャパン株式会社　ディレクター　政府関係/渉外担当　小林　美和
• 国立大学法人東海国立大学機構　名古屋大学　副総長 (学術研究・産学連携担当)
　                               　　　　　　　　　 学術研究・産学官連携推進本部長　佐宗　章弘　
• 公立大学法人名古屋市立大学　理事(研究・産学官イノベーション)　今泉　祐治　

• 文部科学省　科学技術・学術政策局　産業連携・地域支援課　課長　斉藤　卓也
• 経済産業省　産業技術環境局　大学連携推進室　室長　大石　知広
• 名古屋市経済局　産業労働部　部長　吹上　康代

• 国立大学法人名古屋工業大学　理事・副学長・産学官金連携機構長　江龍　修



大会日程3

3 一般講演（口頭発表）

4 オーガナイズドセッション　

5 学生奨励賞

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

9:00～9:30
10:00～12:00
13:00～14:00
14:00～17:00
17:00～17:30
9:00～10:30
10:30～12:00
13:00～14:30
14:30～16:00
16:00～17:30

開会式

特別講演
シンポジウム
定期総会
OS
OS
OS
OS
OS

区　分 A B C D E F

6月3日（木）

6月4日（金）

一般講演 一般講演一般講演一般講演一般講演

一般講演 一般講演一般講演一般講演一般講演
一般講演 一般講演一般講演一般講演一般講演
一般講演 一般講演一般講演一般講演一般講演
一般講演 一般講演一般講演一般講演一般講演
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。
※OS：オーガナイズドセッション

「食工連携がもたらす健康で笑顔溢れる社会」
　世界人口が2050年には90億を超えると見込まれる中、食料の飛躍的な生産性向上と同時に、環境にや
さしい持続可能な社会を構築することが重要です。健康で笑顔溢れる社会の実現に向けて、食のイノベー
ションに向けた食工連携について議論していきます。

パネラー(敬称略)
• オイシックス・ラ・大地株式会社　取締役　経営企画本部　本部長　松本　浩平
• 株式会社デンソー　フードバリューチェーン事業推進部　部長　伊藤　高順
• 株式会社浅井農園　代表取締役／株式会社アグリッド　代表取締役　浅井　雄一郎
• 国立大学法人東海国立機構　名古屋大学大学院生命農学研究科　
                             応用生命科学専攻　食品機能科学研究室　教授　柴田　貴広
• 学校法人名城大学　副学長・研究担当理事　薬学部　教授　平松　正行

コメンテーター（敬称略）
• 農林水産省　農林水産技術会議事務局　産学連携室　室長　齊賀　大昌

ファシリテーター（敬称略）
• 国立大学法人名古屋工業大学　理事・副学長・産学官金連携機構長　江龍　修

　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、■5❶で記載するWebsiteからもダウンロードできます。

　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。
◎ スタートアップに関する取り組み (仮題)
◎ 安全保障、輸出管理に関する取り組み(仮題)

　・・・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。

　一般講演した学生のうち、優秀な発表をされた方に奨励賞を授与します。



大会参加 / 一般講演の申込方法5

参加費用4

1 産学連携学会第 19 回大会参加 / 発表申込について

2 予約申込

3 非予約申込

項　目 会員種別
費用（円）

※1　2021年４月９日（金）までに参加申込を行った場合の費用
※2　2021年４月１０日（土）以降（大会当日を含む）に参加申込を行った場合の費用

正会員（個人・団体）または準会員（左に同じ）

大会参加費

5,500

予約※1 非予約※2

6,000

正会員（学生） 2,500 3,000

非会員 8,000 9,000

予約申込締切日：2021年４月９日（金）

　大会に参加を希望される方は、発表の有無にかかわらず、受付Webサイトよりお申込みください。
　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。

◎ 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。 ■2❹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。

◎ 「産学連携学会第19回大会参加/発表申込書」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19回大会参加/発表申込
書」で申込をしてください。

◎ ４月１０日（土）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。
    なお大会当日の申込も受け付けます。



発表要旨原稿の作成および提出6

4 一般講演の申込

（1） 一般講演の発表希望者は、                                   までに予約申込（上記（１））を行い、必要事項
を 記入してください

（2） その後、 ■3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。

2021年４月９日（金）

銀 行 名：三菱UFJ銀行
支 店 名：神戸中央支店
口座種別：普通
口座番号：0054049
口座名義：株式会社プロアクティブ
フリガナ：カブシキカイシャプロアクティブ

大会参加費
振込先

　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。

1

　余白は上20mm、下25mm、左右各25mmとしま
す。

2

　文字のサイズは10～11ポイントを基本とします。3

　１行目には、左から40mm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。

4

　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。

5

発表要旨はMicrosoft  word形式およびPDF形式を 2021年4月26日（月）にE-ma i lで
sangaku2021@adm.nitech.ac.jp宛に直接にご提出ください。E-mailの件名には『【学会要旨_講演タ
イトル】』を記載してください。なお、原稿はPDFにてHP上に掲載いたします。また、提出期限後の予稿の
差し替えは出来ません。

6

　本大会でも、前回の秋田大会に引き続き、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 2021年5月月下旬 頃にメールにてご案内いたします。

7

20mm

25mm

25mm

25mm

演題
［一行空ける］

［一行空ける］
はじめに

文字サイズ 10～11 ポイント
2 枚以内

産学太郎、産学花子（なごや研究所）
事業一郎（産学連携商事（株））

40mm



一般講演の発表方法7

奨励賞について8

個人情報の取り扱いについて9

重要な締切日10

2021年４月９日（金） ＜予約＞大会参加申込および送金

2021年４月９日（金） 一般講演申込

2021年４月26日（月）

発表要旨（ワード、および、PDF）提出
件名に『【学会要旨_講演タイトル】』を記載の上、
E-mailでsangaku2021@adm.nitech.ac.jp宛に
直接提出

（1） 発表時間は、講演12分、討論３分、合計15分の予定です。
（2） 発表はMicrosoft Teams を用いて、スライドを共有して頂き オンライン上でご発表して頂きます。

（1） 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）に対して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、参加登録する際に「産学連携学会１９回大会参加／発表申込」の所

定の欄への記入をお願いします。

　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19回大会参加/発表申込」の所定の欄
へチェックをお願いします。




