国際会議 2nd ＳＴＩ−Ｇｉｇａｋｕ ２０１７
2nd International Conference of Science of Technology Innovation 2017
技術科学イノベーションに関する国際会議
概 要：
長岡技術科学大学では、全国高専、国内外の大学等と連携し、三機関（豊橋技術科学大学、国立高等専門学校機構、
長岡技術科学大学）連携事業、技術科学イノベーションおよび GIGAKU テクノパーク（GTP※）等を踏まえた教育研究を推
進しております。国際会議ＳＴＩ−Ｇｉｇａｋｕは、これら連携による教育研究成果の発信と、成果の共有による教育研究の未
来に向けてのさらなる展開および国際的ネットワーク形成を目的とし、学生、教職員および関係者に参集いただき開催す
るものです。ＳＴＩ−Ｇｉｇａｋｕ ２０１７では、昨年の国連サミットで採択された 2030 年開発アジェンダ「持続可能な開発目標
（SDGs）」（17の目標と169のターゲット）をもとに、前回に引き続き、学生が主体となって、エネルギー、気候変動、貧困や飢
餓など、持続可能な開発のための諸目標を議論しこれを解決する方法にも注目した内容を盛り込んだ内容にします。国
際会議では、ポスター発表、ワークショップ、施設見学を行うとともに、サイドイベントして、教員対象の教育研究集会を行
います。
※GTP：産学官連携の国際化を促進する戦略的ネットワーク。産学官融合キャンパスは８拠点（７都市）。メキシコ：グアナファト大学（グアナファト）、スペイン：デ
ウスト大学／モンドラゴン大学（バスク）、ベトナム：ハノイ工科大学（ハノイ）、モンゴル：モンゴル科学技術大学（ウランバートル）、タイ：チュラロンコン大学（バ
ンコク）、マレーシア：マレーシア科学大学（ペナン）、日本：長岡技術科学大学（長岡）

記

2nd ＳＴＩ−Ｇｉｇａｋｕ ２０１７ 2nd International Conference of Science of Technology Innovation 2017
日 時： 平成２９年１０月６日（金）13 時〜１０月７日（土）12 時
会 場： 国立大学法人 長岡技術科学大学・講義棟 （〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1）
参加者： 全国の高専、長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、コンケーン大学等、ＧＴＰ所属学生・教員、企業等
参加費： 無料 （情報交換会は有料）
応募締切：平成２９年９月１５日（金） 12 時
組織委員長： 東 信彦 （長岡技術科学大学長）
実行委員長： 鎌土 重晴 （同理事・副学長）
実行委員： 三上 喜貴 （同理事・副学長）、大石 潔 （同副学長）、高橋 勉 （同高専連携室長）
山口 隆司 （同技学イノベーション推進センター長）、湯川 高志、市坪 誠、小笠原 渉、中山 忠親
学生実行委員長： 田畑 宗一郎 （長岡技術科学大学大学院５年一貫博士課程３年）
学生実行委員： アデリン、平片悠河、滝本祐也（長岡技術科学大学大学院）

内 容：
Activity-Ａ ポスター発表

「ＳＤＧｓ課題解決の研究・活動」 （１００件程度を予定）

1０月６日(金)13:00-15:00 ﾎﾟｽﾀｰ発表、質疑（日本語可） 【対象】 学生（「優秀発表賞」授与予定） （教職員・企業等も参加）

Activity-Ｂ 研究室見学
1０月６日(金)15:30-17:00 大学オープン・ラボ
ネットワーキングディナー 1０月６日(金)17:30-19:00

Activity-Ｃ ワークショップ

【対象】 学生、教職員

【対象】 参加者全員（学生、教職員、企業等で参加希望者、第一食堂で実施）

「イノベーション・アイデア・デザイン」

１０月７日(土)9:30〜12:00 アイデアソン

【対象】 学生（「優秀発表賞」授与予定） （学生・教職員は見学可）

Activity-Ｄ 「三機関連携事業・成果報告会、教員集会」 ＳＤＧｓ課題に関係する研究成果報告会
１０月６日(金)15:20-17:00

【対象】 教職員 （学生は聴講可）
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スケジュール・参加ﾓﾃﾞﾙ等：
Activity
Activity-Ａ

概 要

日 時
対 象

Activity-Ｂ

Activity-Ｃ

Activity-Ｄ

国際会議

国際会議

国際会議

ｻｲﾄﾞｲﾍﾞﾝﾄ

【ポスター
発表】

【オープン・ラボ
研究室見学】

【ワーク
ショップ】

【成果発表会、
教員集会】

高専‑長岡技大共同 長岡技大研究室２０ 高専生・技科大生・留 三機関連携事業・イ
研究（C）の中間成果 程度を公開。
学生・企業人による ノベ部会に参画す
発表、三機関連携事
アイデアソンの実 る、教育部門、融合キ
業、教育成果の発表。
施。
ャンパス部門、実践
英語９０秒発表も準
部門の成果報告会。
備のこと。企業の発
最終発表を審査（優
表・展示も含む。
秀発表賞を授与）
優秀発表賞を授与。
６日(金)

６日(金)

７日(土)

６日(金)

13:00-15:00

15:30-17:00

9:30-12:00

15:20-17:00

学生・教職員・
企業等

学生・
教職員

学生

教職員

（学生・教職員：参観可）

（学生：聴講可）

【ご参考】以下、会議、各 Activity への参加モデル（M1〜M８)です
【M1】 高専学生
Activity-A,B に参加
【M2】 高専学生
Activity-A,B,C にも参
加
【M3】
高専教職員
【M4】 技大学生
Activity-A,B に参加
【M5】 技大学生
Activity-A,B,C に参加
【M6】
長岡技科大
教職員
【M7】
豊橋技科大
教職員
【M8】
企業等からの参加者

○
ポスター発表有り/無し
で選択
○
ポスター発表有り/無し
で選択
○
ポスター発表有り/無し
で選択
○
ポスター発表有り/無し
で選択
○
ポスター発表有り/無し
で選択
○
ポスター発表有り/無し
で選択
○
ポスター発表有り/無し
で選択
○
ポスター発表有り/無し
で選択

○

（見学可）

（参加可）

○

○

（参加可）

○

（見学可）

○

○

（見学可）

（参加可）

○

○

（参加可）

（各研究室
対応）

（○見学可）

○

（○参加可）

（○見学可）

○

（̶）

（̶）

（̶）

※ ネットワーキングディナー １０月６日(金)17:30-19:00 情報交換・懇親を行う 【対象】 参加者全員（学生、教職員、企業等で参加希
望者）
本会議全般に関する問い合わせ窓口：
長岡技術科学大学 大学戦略課 高専連携係
tel : 0 2 5 8 ‑ 4 7 ‑ 9 0 2 6
e‑mail : kosen‑renkei@jcom.nagaokaut.ac.jp
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国際会議 ２nd ＳＴＩ−Ｇｉｇａｋｕ ２０１７ 各 Activity の概要
Activity-Ａ ポスター発表 「ＳＤＧｓ課題解決の研究・活動」 10 月 6 日(金)13:00-15:00
 高専，技科大の皆様が日常取り組んでいる研究成果に関してポスター発表を行います。
 本イベントは国際学会として発表は英語でお願いします。 (質疑はなるべく英語対応)
 主対象は学生です。学生の優秀な発表には「優秀発表賞」授与を予定しています。
 教職員も発表して頂けるとありがたいです。学生発表に対して質疑のご協力をお願い致します。
 Activity-A に参加する場合は，Activity-B および C にもご参加ください。
 詳細は別紙応募要項をご確認ください。

Activity-Ｂ オープン・ラボ（研究室見学） 10 月 6 日(金)15：30-17：00


長岡技科大の研究室 (20 研修室程度予定) を公開しますので，ご見学ください。



対象は学生と教職員です。



Activity̶A に参加する学生は，こちら Activity-B にもご参加ください。

Activity-Ｃ ワークショップ 「ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｱｲﾃﾞｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ」 10 月 7 日(土)9：00-12：00


SDGｓの課題解決のためのイノベーションにつながるアイデアソンを実施します。



「事前課題→Activity-Ｃ→活動」の流れで，学生自らによるアイデアの具現化を目指します。



成果物の発表を行います。最も優秀な発表には「優秀発表賞」を授与します。



チーム発表 10 分のうち、英語による概要発表 (90 秒) も行います。概要には、１．ＳＤＧｓ目標、２．所属、３．氏名、４．タイト
ル、５．目的、６．結論を含みます。課題を解決し価値を生み出す発表内容が表彰対象となります。



教職員およびActivity-Ｃに直接参加されない学生も、見学可能です。



Activity-Ｃへ参加する学生は，Activity-A にも発表者としてご参加いただけます（発表無しの参加でも歓迎です）
。

Activity-Ｄ


「三機関連携事業、成果報告会」 ＳＤＧｓ課題に関係する研究成果報告会
10 月 6 日(金)15：20-17：00
三機関連携事業・イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会にて運営する技学イノベーション推進センタ
ーの，◎技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門，◎融合キャンパス推進部門，◎技術イノベーション・産業
創出実践部門の成果発表を行います。



同センター「成果（中間）報告会」として行います。



対象は教職員です。



学生も聴講可能です。

ご参考および補足事項
1.

SDGｓ（国連の持続可能な開発目標）に関して

http://www.unic.or.jp/activities/economic̲social̲development/sustainable̲development/2030agenda/
http://www.unic.or.jp/activities/economic̲social̲development/sustainable̲development/2030agenda/sdgs̲logo/sdgs̲icon/
?lang=en
2.

ネットワーキングディナー


10 月6 日（金）の夕刻に，ネットワーキングディナー（情報交換会) を開催します。こちらにも奮ってご参加ください。



対象は学生、教職員です。



学生による発表イベントも企画中です。

2nd International Conference of Science of Technology Innovation 2017
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2nd STI Gigaku-2017 ポスター発表 (Activity A) 応募要項
日時:平成 29 年 10 月 6 日（金）13:00~15:00
会場:国立大学法人 長岡技術科学大学・講義棟 2F 各教室
（〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1）
スケジュール
口頭発表なし
13:00~ ポスターセッション(前半) 奇数番号のポスター
14:00~ ポスターセッション(後半) 偶数番号のポスター
募集分野:高専と長岡技科大との共同研究、三機関連携の成果、教育成果、卒業研究や特別研究の成果、
教員 の個別研究、および企業の研究成果、等
対象:学生(教職員も奮ってご参加下さい)
(1)アブストラクトおよびポスター
アブストラクト (事前提出) とポスターをご準備いただきます (詳細下表およびサンプル参照)。
アブストラクトとポスターは同じデザイン・内容とします。いずれも右上の角(タイトル等の横)に「持続 可能な開発
目標(SDGs)」*1のアイコン(英語版)*2のうち、最も適したもの(あるいは近いもの、興味のあるもの)を 1つ貼付けてく
ださい。アイコンのサイズは A4 サイズの場合 30 mm × 30 mm 程度でお願いします(サンプル参 照)。アブストラクト
にはタ イトル,氏名,所属,SDGsの目標,目的,結論等を記載し,A4 紙 1 枚で提出してください。
*1 持続可能な開発目標(SDGs)について
http://bit.ly/2e9l16h
*2 SDGs ロゴのダウンロードはこちらから
http://bit.ly/2fArmNp

サイズ・枚数
言語
その他

アブストラクト

ポスター

A4 (縦)・1枚

A0 (縦) 以下・1枚

英語

英語

ファイル形式:PDF
ファイル名: 「abstract_講演番号（後日通知）」
例.：abstract_P02-014
提出先:以下の URLからアップロード

掲示方法:会場の壁に養生テープで貼り付けてください
(養生テープは会場に用意してあります)。
講演番号はポスター設置場所に貼り付けてあります。

https://www.dropbox.com/request/quvoEQitrvTG2o9u9nLn?oref=e

提出期限: 9月 22日（金）

(2)ポスターセッション
原則として展示時間の前半は奇数番号、後半は偶数番号の発表者がポスターの前で説明します。海外から
招聘する先生や留学生もいるため、英語でも概要の説明ができるようにご準備お願いします。
(3)表彰
聴衆の興味・関心を深める優秀な発表を表彰対象とします。
(4)注意事項等
・発表内容については指導教員の指導を必ず受けてください。
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・研究の計画段階のものや研究途中のもの、あるいはアイデアの紹介も可です。
お問合せ先
長岡技術科学大学
総務部 大学戦略課 高専連携係
E-mail: kosen-renkei@jcom.nagaokaut.ac.jp
TEL: 0258-47-9025・9026

5 / 7

ｻﾝﾌﾟﾙ１

6 / 7

ｻﾝﾌﾟﾙ２
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