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平成 27年 10月 31日 

 

「数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会 2015」実施要領 
（協力企業・研究所様用） 

 

日本数学会社会連携協議会 

 

主な変更履歴 

第 1.0版（平成 27年 9月 29日）：小谷理事長挨拶文とともに送付 

第 1.1版（平成 27年 10月 31日）：「ベストポスター発表」選考手順・無線 LANの利用を追加 

 

１．開催日時・会場・参加対象・人数等 

  a) 開催日時：平成 27年 11月 14日（土）11:00～20：00（情報交換会含む） 

 b) 会場：東京大学駒場キャンパス数理科学研究科棟  

【注】アクセス：http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_27_j.html 

 c) 若手研究者の研究分野：数学・数理科学もしくはそれを使った周辺領域分野 

 d) 若手研究者の学年等：学部生、大学院生、ポストドクター、助教等 

 e) 参加人数：ポスター発表者 39名（件数:40件） 

他に一般参加学生 20 名を予定 

   【注】昨年の若手研究者の参加人数：52名（うち 36名がポスター発表） 

     昨年の研究交流会の模様は、 

  http://mathsoc.jp/publication/tushin/1904/career2014.pdf 

     をご参照ください。 

 

２．ランチミーティングについて 

a) 場所：2F会議室（予定） 

 b) 時間：12:00～13:00 

c) 実施要領 

主催団体である日本数学会および社会連携協議会、共催団体である日本応用数理学会、統計数理研究

所「数学協働プログラム」（文部科学省委託事業）、東京大学数物フロンティア・リーディング大学院か

らのお礼の挨拶と簡単な打ち合わせを行いたいと存じます。ささやかではありますが昼食をご用意させ

ていただきます。 

【注】会議室の大きさの制限から、各企業・研究所 2名までの参加とさせていただきます。 

 

３．協力企業・研究所紹介について 

a) 場所：大講義室 

 b) 時間：13:00～14:30 

c) 実施要領 

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_27_j.html
http://mathsoc.jp/publication/tushin/1904/career2014.pdf
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大講義室において 1時間 30分にて 25団体の企業紹介を円滑に実施するにあたり、誠に勝手ではござ

いますが、以下の要領にて実施させていただきます（詳しい業務内容につきましては、後述する個別交

流会にてご説明いただければありがたく存じます）。 

 

① 司会・進行・スライド送りは主催者が行います。 

② 各団体、2分間にてご紹介いただきます。 

③ プレゼンテーションいただくスライド集は最大 3枚とさせていただき、PDF版を主催者が用意

する Windows Note PC を使って上映いたします。 

④ スライド集の構成については、次を推奨します。 

1枚目：参加企業・研究所名と担当者名 

2枚目：参加企業・研究所の簡単なご紹介 

3枚目：数学・数理科学が活かされている業務活動や本分野の学生のインターン 

シップ・採用実績等 

d) お願い事項 

PDF 版スライド集を 11月 9日（月）までに、 

日本数学会社会連携協議会 研究交流会 2015 事務局 

E-mail: career@mathsoc.jp 

宛へお送りください。 

【注】お送りいただきました電子ファイルは、研究交流会 2015事務局（池川、前田）のみが取り扱

い、研究交流会終了後責任をもって PC等から該当ファイルを削除します。 

 

４．大学機関の若手研究者によるポスター発表について 

 a) 場所：ホワイエ（大講義室前）、052 教室、056教室（予定） 

 b) 時間：14:30～16:00 

 c) お願い事項 

ポスター発表者には、社会連携協議会の Webサイト等を通して、自身の研究が数学・数理の専門でな

い方々にもご理解いただける発表を心がけるよう伝えております。是非、次世代を担う若手研究者にご

忌憚のないご意見をお願いします。 

なお、今回から優れたポスター発表には「ベストポスター発表」を授与し表彰します。協力企業・研

究所の皆様には選考にご協力いただきます。詳細については、別途ご連絡します。 

 

５．個別交流会について 

 a) 場所： 117教室、122教室、123教室、126室 

 b) 時間：16:00～18:00 

 c) 実施要領 

 ①図 1のような簡単なブース（パネル、机、椅子）を設置いたします（パネルイメージ：図 2参照）。 

②当日、午前 10時 30分からブース会場を用意します。 

③企業・研究所ブースの配置については、団体名の五十音順に並べて行く予定です。 
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 【注】各教室の電源容量の関係上、五十音順通りとならない場合がございます。 

各ブースには企業・研究所名を入れておきます。 

④会場レイアウトについては、完成次第、事務局よりお送りさせていただきます。 

⑤プロジェクタや PC 等の機材をご使用になる場合は、お手数ですが、貴企業・研究所にて 

ご用意ください。 

 d) お願い事項 

貴社・貴研究所での採用方針、インターンシップの受入実績等を含め、キャリアパス構築支援の観点

で、来訪した若手研究者と意見交換できればありがたく存じます。 

 

 

図１：異分野・異業種研究交流会 2015模様 

  

 

図 2：ブースに設置するパネルイメージ 

 

６．表彰式・情報交換会について 

 a) 場所：生協食堂 3F 

 b) 時間：18:30～20:00 

 c) 会費：3,000円 を予定 

 d) お願い事項 

若手研究者も大勢参加いたします。是非ご参加いただきご交流を深めていただければありがたく存じ

ます。 
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７．荷物の事前送付と返送について 

７．１ 事前送付 

配布資料や使用機材等を事前にお送りする場合は、以下の要領にてお送りください。 

a) 受取期間：11月 4日（火）から 

b) 宛先： 

〒153-8914 東京都目黒区駒場 3-8-1  

東京大学大学院数理科学研究科 総務係長 磯山気付 

教授 山本 昌宏 

 c) 備考欄： 

・「11月 14日（土）異分野・異業種研究交流会」と記載してください。 

・複数の荷物をご送付いただく場合は、送付物に「1/2, 2/2」のように記載してください。 

  ・電話番号の記載が必要な場合は、Tel. 03-5465-7002を記載してください。 

d) 配達時間：「10:00～17:00」とご指定いただければ助かります。 

 

７．２ 返送 

・11月 15日（月）に宅配便業者に集荷するよう手配します。 

・ヤマト運輸の着払い伝票をご用意いたします。 

・別会社のご利用を希望する場合は、ご連絡ください。 

 

８．「ベストポスター発表」選考について 

 a) ベストポスター発表選考委員会の設置と代表者の選出 

社会連携協議会の委員および研究交流会に協力した各企業・研究所の代表者で構成するベストポスタ

ー発表選考委員会（以下、選考委員会）を設置します。選考委員名は社会連携協議会のホームページ等

を使って公開します。 

11月 9日（月）までに、代表者名を研究交流会 2015事務局にご連絡ください。なお、ベストポスタ

ー発表選考を辞退されたい場合は、その旨をお申し出ください。 

 b) 趣旨・選考方法の事前説明 

 11月 14日（土）正午からのランチミーティングにおいて選考委員長（旭硝子㈱中央研究所特任研究員

高田 章氏）より、趣旨・選考方法等について説明します。選考委員（代表者）はランチミーティングへ

の参加をお願いします。 

 c) 投票の実施 

 選考委員は、以下を満たす発表を 3件選定し、ポスター発表終了時刻（午後 4時を予定）までに投票し

てください。 

・諸科学・産業への応用可能性が高い、もしくは今後高くなることが期待されること。 

・研究交流会の参加者に対して、当該研究の要点を平易かつ明瞭に表現していること。 

 d) 選考委員会の開催 

 以下の要領にて、選考委員会を開催します。 

 日時：11月 14日（土）午後 5時から 
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 場所：2F会議室 

 やむをえない理由により選考委員会に参加できない選考委員は、選考委員会開催までに、研究交流会 

2015事務局までにお申し出ください。 

 

９．無線 LANの利用について 

 無線 LANの利用をご希望する方は、受付にて必要な情報をお知らせします。 

 

以下については、ご返事をいただいておりますので削除します。 

１０．その他のお願いについて 

以下について、10月 26日（月）までに、 

日本数学会社会連携協議会 研究交流会 2015 事務局 

E-mail: career@mathsoc.jp 

宛へご連絡をお願いいたします。 

①  参加者の御名前、御所属、役職 

②  個別交流会ブースでの電源を要する装置の機種、台数、（各装置当たりの消費電力：ワット） 

例：ノート PC 1台  （消費電力： 40W） 

  プロジェクタ 1台 （消費電力： 300W） 

【注】各教室の電源容量の関係上、上記のご連絡のご協力をお願いします。 

③  情報交換会（会費制）の御出欠  

 

１０．日本数学会社会連携協議会研究交流会 2015の Webサイトについて 

 日本数学会社会連携協議会研究交流会 2015 の Webサイト    

  http://mathsoc.jp/administration/career/kouryukai2015.html 

にも、関連する情報を公開しておりますので、併せてご参照ください。 

 

１１．お問い合わせ 

 ご不明な点がございましたら、遠慮なく下記事務局までお問い合わせください。 

日本数学会社会連携協議会 研究交流会 2015 事務局 

 東京大学数理キャリア支援室 / 早稲田大学理工学術院 客員教授 池川 隆司 

 東北大学知の創出センター副センター長 前田 吉昭 

 E-mail: career@mathsoc.jp   

 URL     http://mathsoc.jp/administration/career/  

 

以上 

http://mathsoc.jp/administration/career/kouryukai2015.html

