
  

[と   き] 平成27年12月10日（木），11日（金）
 
[と  こ  ろ] 高知工科大学 永国寺キャンパス 
         地域連携棟４階 多目的ホール 
             （高知市永国寺町2番22号） 

主催 産学連携学会 関西・中四国支部 
 

共催 高知大学 地域連携推進センター    高知県産学官民連携センター 

   高知工科大学 地域連携機構

後援 岡山大学 研究推進産学官連携機構   島根大学 産学連携センター 

   山口大学 大学研究推進機構      愛媛大学 社会連携推進機構 

   香川大学 社会連携・知的財産センター 京都工芸繊維大学 研究戦略推進本部 

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．
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産学連携学会 関西・中四国支部 第７回研究・事例発表会のご案内 
 

１．発表会 
  開催日  平成２７年１２月１０日（木）  １３：００～１７：３０  （時刻は予定） 
  平成２７年１２月１１日（金）   ９：３０～１２：００  （時刻は予定） 
       （なお，発表申込み状況によっては，開催時刻が変更になる場合があります．） 
 

  場 所 高知工科大学 永国寺キャンパス 地域連携棟４階 多目的ホール 
住所  〒780-0844 高知市永国寺町６番２２号 
ホームページ   http://www.kochi-tech.ac.jp/kut/about_KUT/access.html 
 

２．情報交換会 
日時 平成２７年１２月１０日（木） １８：００～１９：３０  （時刻は予定） 

 

場所 高知城ホール２F 中会議室     （発表会会場からは，徒歩５分程度） 
    住所 〒780-0850 高知市丸ノ内二丁目 1 番 10 号  高知県教育会館 高知城ホール 
    ホームページ  http://www.kochijyohall.jp/wdoc/?q=grp09 

 

３．参加費用 

      支部大会参加費     １，０００円  （講演予稿集は電子配布とし，印刷物は配布しません） 

      情報交換会参加費       ３，５００円  （つまみと飲み物程度の軽食）  

      （各参加費は，当日，受付にてお支払い下さい．） 
 

         情報交換会のキャンセルにつきましては，準備の都合上，１１月３０日（月）までにご連絡願います． 
         連絡がない場合は，情報交換会参加費を請求させていただくことがありますので，ご留意下さい． 
 

４．参加の申込み方法 

 発表会に参加を希望される方は，発表の有無にかかわらず，添付の「参加申込書」に必要事項をご記入のう

え，事務局まで電子メール，ＦＡＸまたは郵送でお申込みください． 

 なお，本発表会への参加，及び，発表は産学連携学会の会員，非会員を問いません．ただし，発表につきま

しては，関西，中国，四国地方を産学連携の活動の拠点とされている方を優先させていただきます． 

  ・申込み期限 発表希望者     平成２７年１１月 ４日（水）  必着 

  発表の無い方    平成２７年１１月２４日（火）  （期限後は事務局までご相談下さい） 

 

５． 発表の申込み方法，各種提出期限 
（１）発表希望者（演者）は，必ず「４．参加申し込み方法」に従い期限までに申込みを行ってください． 
  （なお，発表日や時間のご指定やご希望には応じられませんので，ご了承ください．） 

（２）参加の申込みの際，「参加申込書」の所定欄にチェックを入れ，演題，発表者（発表者に○印）および分類

（該当するものにチェック）を記入してください． 

（３）発表要旨原稿を「７．発表要旨原稿の作成および提出」に従って作成し，事務局に提出してください． 

（４）発表用スライドなどの電子データを「8．発表の方法」に従って作成し，事務局に提出してください． 

（５）各種提出期限  ・発表・参加申込書提出 平成２７年１１月 ４日（水）  必着 

     ・発表要旨原稿提出 平成２７年１１月１１日（水）  必着 
・発表用データ提出 平成２７年１２月 ７日（月）  必着 

 

６． 講演予稿集について 

（１）講演予稿集は，電子配布のみとし，印刷物の配布は行いません． 

（２）講演予稿集は，発表会開催の１週間前までに当支部のホームページで公開する予定です． 

（３）講演予稿集の印刷物の配布は行いませんので，必要に応じて各自でご準備ください．
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７． 発表要旨原稿の作成および提出 

（1）発表 1 件につき，A4 判縦の 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．（予稿集の原稿作成には，可能な限りホームページ掲載の様式を利用ください。） 

（2）余白は上 20mm，下 25mm，左右各 25mm とします． 

（3）本文の文字サイズは 10～11 ポイントを基本とします． 

（4）１行目には演題を書き，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○印を付ける）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． 

（5）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． 

（6）提出する電子ファイルの形式は，PDF，WORD，一太郎

とします．（できる限り PDF でお願いします） 

（7）作成した発表要旨の電子ファイル（電子メールに添付．

ファイルのサイズを２MB 以下としてください） または印

刷物を平成 27 年 11 月 11 日（水）まで（必着）に事務局に

提出してください．なお，印刷物はそのまま PDF ファイル

に変換しますので，印字の鮮明な原稿にしてください． 

  なお，提出された印刷物，電子ファイル等は返却しません

ので，予めご了承ください． 

（８）頂いた原稿は，編集して講演予稿集としてまとめ，当支部のホームページで公開させていただきます． 

 
８． 発表の方法 

（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，パソコン＋液晶プロジェクターとします． 

  発表では，原則として，事務局が用意したコンピュータ（Windows7＋Microsoft PowerPoint2010）を使用して

いただきます．PDF ファイルを用いての発表も可能です． 

（3）発表用のスライド原稿は，Microsoft PowerPoint で作成し（PowerPoint 以外のソフトをご利用の方は PDF ファ

イルに変換してください），その電子ファイルを平成 27 年 12 月 7 日（月）まで（必着）に電子メールで事

務局に送付ください．電子ファイルのサイズは，５MB 以下にしてください．なお，やむを得ず発表用の電子フ

ァイルを発表会当日に持参される方は，USB メモリーに保存して，受付に提出してください． 

ファイル名は「演者の氏名．ppt」または「演者の氏名．pdf」（複数の発表がある場合には，氏名の後に番号を

入れてください）」としてください．  

 
◆申込み・問合せ先 

 産学連携学会関西・中四国支部 事務局 （担当：北村寿宏） 

 〒690-0816 松江市北陵町２番地 島根大学産学連携センター内  

 TEL（0852）60-2290  FAX（0852）60-2395 

 E-mail：j-sip-B150＠riko.shimane-u.ac.jp  （お問い合わせはできるだけ電子メールでお願いします） 

 ホームページ：http://www.sgrk.shimane-u.ac.jp/j-sip-B150/ （本発表会の最新情報を随時掲載します） 

産学太郎，○知的花子（○○研究所），

事業太郎（機器会社） 
 
はじめに 

○○地区における・・・ 

 

A4 版縦 白紙 

 

本文の文字サイズ１０～１１ポイント

（基本） 

 

２枚以内（図表を含む） 

 

20mm 

25mm 25mm 

25mm 

 ○○地域における産学連携 
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（送付先 ： 電子メール j-sip-B150@riko.shimane-u.ac.jp， ファックス（0852）60-2395） 

 

産学連携学会 関西・中四国支部 
第７回研究・事例発表会 発表・参加 申込書 

  平成２７年  月  日 提出 

氏 名 

（姓）               （名） 

    
整理欄（事務局記入） 

フリガナ 
（姓）               （名） 

 

所属機関，部署   

住 所 

〒 

TEL  FAX  

E－mail  

情報交換会 □参加    □不参加   ＊いずれかをチェックしてください． 

発表申込み 
 

（発表を希望する場合

にご記載下さい） 

＊演者には，○印を記入してください．複数発表される場合には演題ごとに申込書をご

提出くださいますとともに，連報の場合には４）の発表順番の順位づけを行ってください．

 

１）演題  
   
２）発表者 
  ○ 
 
３）分類 

□研究発表，  □事例発表 
□その他（自由記述欄：                                     ）

 
４）発表順番（     番） 
 
 
なお，後日送付する予稿原稿につきましては，ホームページへの掲載を承諾します．
 

参加費用 

＊該当金額にチェックを入れて，合計に合計金額をご記入してください． 
＊発表が複数の場合には，発表順序の１番の申込書のみにご記入ください． 

一般 学生 

発表会参加費 □ １，０００円 □   ５００円 

情報交換会参加費 □ ３，５００円 □ ２，５００円 

合  計  円 円
 


