
 

 

2019年 1月 22日 

関 係 各 位 

                             四国ダイバーシティ推進委員会委員長 

徳島大学理事・副学長   根 本 幸 枝 

 

2018年度ダイバーシティ推進研究交流発表会及び情報交換会の開催について(依頼) 

 

時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本事業の活動にご理解とご協力を賜り，厚く 

お礼申し上げます。 

このたび，平成 30 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシ  

アティブ(牽引型)」事業の一環として, 研究交流並びに相互啓発による研究力向上や共同研究の推進及び研

究人材育成につなげることを目的に，研究交流発表会及び情報交換会を別紙実施要領にて開催いたします。 

ついては，ご繁忙中のところ誠に恐縮ですが，貴機関の関係研究者にご周知いただき教職員のご参加にあ

たり，ご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

(1)目的 

異分野間における研究交流発表と質疑応答の機会を提供し，研究交流並びに相互啓発による研究力向上や 

共同研究の推進を目的としています｡さらに,女性研究者リーダー育成，キャリア形成支援セミナーを同時 

開催し,研究人材育成につなげます。 

 (2)対象者 

四国ダイバーシティ推進委員会連携機関教職員・学生・大学院生 

四国女性研究者活躍推進ネットワーク会議の教職員・学生・大学院生 50名程度(予定) 

■日程   

2019年 2月 15日(金) 講演①/研究発表会①/講演② 13:30～17:30 情報交換会 19:00～21:00 

2019年 2月 16日(土) 研究発表会②/講演③ランチョンセミナー         9:30～13:00 

                           四国 5大学男女共同参画推進連絡協議会 WG会議     13:30～14:30 

■場所 グランディ鳴門・ザ・ロッジ(グランドエクシブ鳴門内) 

■旅費(各連携機関の旅費規程に則り補助金にて支出) ※情報交換会会費(自己負担) 

■対象者 50名程度 

■託児一時預かり保育(無料) ※事前申し込み必要 

 ※詳細は実施要項をご参照ください。 

(3)申込み方法 

■参加申込み 

実施要領をご確認の上，別紙参加申込用紙にご記入の上，下記の徳島大学 AWAサポートセンターへ， 

E-mailにてお申込みください。                                2019年 1月 30日(水)締切 

■ショットガンプレゼンテーション発表スライド原稿提出について  

徳島大学ＡＷＡサポートセンターへ，E-mailに添付してご提出ください。 2019年 2月 4日(月)締切 

■共同研究プロジェクト発表用のパワーポイントは，当日，各自ご持参ください。(10分程度) 

発表用ノート PCは準備いたします。(OSは Windows)(PC持込可) 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・問い合わせ 
国立大学法人徳島大学 AWA サポートセンター 
〒770-8503  徳島市蔵本町 3-18-15  
TEL 088-633-7538  
E-mail: awa@tokushima-u.ac.jp 
URL:http://www.awasapo.tokushima-u.ac.jp 
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2018年度ダイバーシティ推進研究交流発表会及び情報交換会 
実 施 要 項 

 
目 的  本研究交流発表会及び情報交換会は,平成 30 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイ

バーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)」事業の一環として, 研究交流並びに相互啓発

による研究力向上や共同研究の推進を目的としています｡さらに,女性研究者リーダー育成，キャ

リア形成支援セミナーを同時開催し,研究人材育成につなげます。 

 

対象者    四国ダイバーシティ推進委員会の連携機関教職員・学生・大学院生 

四国女性研究者活躍推進ネットワーク会議の教職員・学生・大学院生 50名程度(予定) 

日 時   2019年 2月 15日(金)～16日(土)                          

日 程  [2月 15日] 挨拶/講演①/研究発表会①/講演②       13:30～17:30  

・挨拶 徳島大学長 野地 澄晴                                 13:30～13:35 

・キャリア形成支援セミナー 講演①60分                          13:35～14:35 

講師：笠茂 紗千子 氏 旭川医科大学病院臨床研究支援センター 

・研究発表会① 共同研究発表・ショットガンプレゼンテーション    14:35～16:25(休憩含む) 

・リーダー育成セミナー 講演②60分                            16:25～17:25 

     講師：西野 瑞穗 氏 国立大学法人徳島大学 名誉教授 

 ・閉会 徳島ＡＷＡサポートセンター長 葉久 真理          17:25～17:30 

・情報交換会                                             19:00～21:00 

 [2月 16日]  挨拶/研究発表会②/講演③ランチョンセミナー 9:30～13:00 

・挨拶  徳島大学理事・副学長 根本 幸枝              9:30～9:35                                                 

・研究発表会① 共同研究発表・ショットガンプレゼンテーション     9:35～12:00(休憩含む)  

・研究力伸張セミナー 講演③60分(ランチョンセミナー)           12:00～13:00    

  講師：橋爪  太 氏  国立大学法人徳島大学 リサーチ・アドミニストレーター                                                                                               

一般社団法人 大学支援機構 クラウドファンディング OTSUCLE(おつくる)  

     ・閉会 連携機関代表者                        13:00～13:05 

     ・アンケート調査記入・集合写真撮影                  13:05～13:20 

・四国 5大学男女共同参画推進連絡協議会 WG会議                 13:30～14:30 

場 所    グランディ鳴門ザ・ロッジ(グランドエクシブ鳴門) 

         徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋 182  TEL 088-682-0246 

 

参加費    旅費(各連携機関の旅費規程に則り補助金にて支出)※情報交換会会費(自己負担) 

 

託 児   託児一時預かり保育(無料) ※事前申し込み必要 

 

主 催  四国ダイバーシティ推進委員会 

(徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、徳島県立工業技術センター 

徳島県立農林水産総合技術支援センター、アオイ電子株式会社、協和株式会社) 

 

別紙 
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本研究交流発表会及び情報交換会は,文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアテ

ィブ(牽引型)」事業の一環として, 研究交流並びに相互啓発による研究力向上や共同研究の推進を目的としています｡ 

さらに,女性研究者リーダー育成，キャリア形成支援セミナーを同時開催し,研究人材育成につなげます。 

 
■日   程  2019 年 2 月 15 日(金)  講演①/研究発表会①/講演② 13:30～17:30  

 情報交換会 19:00～21:00 

              2019 年 2 月 16 日(土)  研究発表会②/講演③ランチョンセミナー 9:30～13:00  

四国 5 大学男女共同参画推進連絡協議会 WG 会議 13:30～14:30 

■開催場所  グランディ鳴門・ザ・ロッジ(グランドエクシブ鳴門内) 

          (http://reserve.resort.co.jp/hotels../xiv/naru/access/index.html) 

〒771-0376 徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋 182  TEL : 088-682-0246 

※送迎バス有り ※無料駐車場有り 

・往路 15 日：蔵本キャンパス(11:50 発)→徳島駅(12:05 発)→常三島キャンパス(12:20 発)→エクシブ鳴門(13:10 着) 

徳島駅(15:00 発)→常三島キャンパス(15:15 発)→エクシブ鳴門(16:05 着) 

                          徳島駅(17:30 発)→常三島キャンパス(17:45 発)→エクシブ鳴門(18:35 着) 

・復路 15 日：エクシブ鳴門(17:45 発)→常三島キャンパス(18:35 着)→徳島駅(18:50 着)→蔵本キャンパス(19:05 着) 

16 日：エクシブ鳴門(13:30 発)→常三島キャンパス(14:20 着)→徳島駅(14:15 着)→蔵本キャンパス(14:30 着) 

エクシブ鳴門(14:40 発)→常三島キャンパス(15:30 着)→徳島駅(15:45 着)→蔵本キャンパス(16:00 着) 

■対 象 者  四国ダイバーシティ推進委員会連携機関教職員・学生・大学院生/四国女性研究者活躍推進ネットワーク  

会議の教職員・学生・大学院生 (男女不問)   

■旅   費  各連携機関の規定に則り，旅費支給 ※研究発表者・本事業関係者(補助金より支給) 

■募集人数  50 名程度                       ※学生・大学院生の旅費(補助金対象外:各機関経費) 

■託    児  託児一時預り保育(無料)※事前申し込み必要 

■内    容  1 日目 講演①，研究発表会①，講演②，情報交換会 

2 日目 研究発表会②，講演③ランチョンセミナー，四国 5 大学男女共同参画推進連絡協議会 WG 会議 

            ＊プログラム・研究発表詳細は，参加申込数等により発表時間を調整してお知らせいたします。 

              研究発表会①及び②(共同研究プロジェクト発表及びショットガンプレゼンテーションの研究発表) 

■申込方法   締切日 : 2019 年 1 月 30 日(水)厳守 ※プログラムを作成しますのでご協力をお願いします。 

別紙参加申込用紙にご記入の上，下記の E-mail に添付してお申込みください。 

■ショットガンプレゼンテーションスライド原稿について(参加者全員が 1 人 2 分でリレー式に研究発表)   

締切日 : 2019 年 2 月 4 日(月)厳守  ※プログラムを作成しますのでご協力をお願いします。 

・ショットガンプレゼンテーションスライド原稿1枚を別紙のパワーポイントのテンプレートで発表用のPPTX         

ファイルを作成してください。(PDF形式とPowerPoint形式の両方をご送付ください。) 

・各自1枚のパワーポイントスライドにて，自動切り替えで実施します。 

・当日配布のプログラムに，要旨として掲載しますのでご了承ください。 

・下記の AWA サポートセンターアドレスへ，2 月 4 日(月)までに添付にてご提出ください。 

■送付先     E-mai：awa@tokushima-u.ac.jp  

■ダイバーシティ推進共同研究制度による共同研究プロジェクト発表資料について(共同研究プロジェクト発表) 

当日に各自発表用の PP データをご持参ください。(10 分発表 5 分質疑応答)  

発表用ノートＰＣは準備いたします。(OS は Windows)(PC 持込可) 

2018 年度 

ダイバーシティ推進研究交流発表会 

及び情報交換会 

文部科学省 科学技術人材育成費補助事業ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)[2018-2023] 
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ポスター発表 ･ ショットガンプレゼンテーション発表の要領について 

 

                                               

■ショットガンプレゼンテーション発表について＜各自の発表＞ 

・ポスター発表者の方は，各自 2分で研究テーマの内容を発表してください. 

・各自 1枚のパワーポイントのスライドにて，2分の自動切り替えで実施します. 

・当日配布のプログラムに，要旨として掲載しますのでご了承ください. 

・当日は会場の指定場所で発表順に待機ください. 

＜作成要領＞ 

※)別紙パワーポイントのテンプレートで発表用の PPTXファイルを作成してください． 

※)記載項目は下記のとおりです.横置き 1ページのみとし，増ページはできません.  

※)保存形式 ① OSは，Windowsまたは Macを使用してください.   

② PowerPoint2010で読める形式で提出してください.  

1) テーマ : 発表課題をわかりやすいタイトルで示してください.原則 40文字程度とします. 

2) 機関名/所属/学部/学科/研究室/分野等 : 機関名，所属名，学部名，学科名，研究分野等を記載ください. 

3) 職名・氏名 : 職名,氏名を記載ください. 

4) 内容 : 小見出しは 16ポイント(メイリオ橙)をつけてください. 

本文は原則 14ポイント,部分的には 12ポイント(メイリオ黒)で作成してください. 

レイアウト等は自由です.(箇条書きなどを活用し，わかり易く作成ください) 

5) 顔写真 : 顔写真を掲載ください.(掲載を希望されない方は省略可です)   

 

■ショットガンプレゼンテーションスライド原稿提出について  

・提出先 : 徳島大学ＡＷＡサポートセンターまで，下記の E-mailに添付してご提出ください. 

E-mail ： awa@tokushima-u.ac.jp  (PDF形式と PowerPoint形式の両方をご送付ください) 

 

■提出期限について 

  ※ショットガンプレゼンテーションスライド原稿  送付締切 : 2019年 2月 4日(月)厳守 

(プログラム印刷の都合上，期限厳守でお願いします) 

 

＜送付先・お問合せ先＞   

徳島大学ＡＷＡサポートセンター   

〒770-8503 徳島市蔵本町 3-18-15 

Tel : 088-633-7538   

Fax : 088-633-7572 

URL: http: //www.awasapo.tokushima-u.ac.jp 

※ご不明な点等ございましたら，下記までお問合せください. 
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2019年 1月 22日 

 

ダイバーシティ推進研究交流発表会及び情報交換会 

参 加 者 各 位 

  

 

徳島大学ＡＷＡサポートセンター 

                            センター長  葉 久 真 理 

 

 

2018年度ダイバーシティ推進研究交流発表会及び情報交換会における 

写真撮影と記録資料の使用許諾について(依頼) 

 

2018年度ダイバーシティ推進研究交流発表会及び情報交換会開催時に，写真撮影をさせていただくととも

に講師の講演内容を記録させていただき，ホームページやニュースレターにて本事業の広報及び報告書等に

記載させていただきます。 

つきましては，広報・事業報告を目的とした写真撮影と写真並びに記録資料の使用について，ご承諾を  

お願い申し上げます。 

ご多用のところ誠に恐縮ですが，別添の承諾書にて承諾の可否をご記入の上，ご署名いただき，徳島大学

ＡＷＡサポートセンターまでご返送くださいますようお願いします。 

 

記 

 

＜対  象＞ 

内 容 2018年度ダイバーシティ推進研究交流発表会及び情報交換会 

日 時 2019年 2月 15日(金)13:30～17:30/19:00～21:00  

2019年 2月 16日(土) 9:30～13:00/13:30～14:30 

場 所 グランディ鳴門・ザ・ロッジ(グランドエクシブ鳴門内) 

(徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋 182)  

 

＜公開方法＞ 

1.徳島大学ＡＷＡサポートセンターウェブサイト(URL: http://www.awasapo.tokushima-u.ac.jp)，同ウェブ

サイト内のダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)ポータルサイトにおいて，講演や研究発

表時の写真及び講演内容を掲載いたします(研究内容については HP等にアップいたしません)。 

2.写真と講演禄等を事業報告書等に掲載します。 

※事業報告書については，記載内容をご確認いただいたのちに作成します。 

 

以上 

 

＜お問い合わせ先＞ 

〒770-8503 

徳島市蔵本町 3－18－15 

国立大学法人徳島大学 ＡＷＡサポートセンター 

E-mail：awa@tokushima-u.ac.jp 

TEL：088－633－7538 
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