大会概要
"リサーチ・アドミニストレーターのレベルアップから組織の研究力強化へ"
我が国の大学等の研究開発マネジメント強化等を図ることを目的として
文部科学省が開始した事業を契機に、全国の大学等において、
リサーチ・
アドミニストレーター（RA）が育成・確保されるようになりました。
これら、全国の大学等において育成・確保されてきたリサーチ・アドミニ
ストレーター（RA）の新たなネットワークとして設立されたリサーチ・
アドミニストレーター協議会（RA協議会）の第１回年次大会を開催いた
します。
本大会は、
これまでに構築されてきたリサーチ・アドミニストレーション
システムの更なる強化・発展と、
これまでに培われてきたリサーチ・
アドミニストレーター（RA）のスキルアップを通じて組織の研究力強化
を図るべく、"リサーチ・アドミニストレーターのレベルアップから組織
の研究力強化へ"をテーマに開催いたします。
リサーチ・アドミニストレーターに関心のある皆様の多数のご参加を
お待ちします。

● アクセス ●
長野電鉄バス利用の場合
JR長野駅東口から長電バス21番のりば 14「保科温泉」15「日赤線」のいずれか
に乗車(5分)、バス停「信大工学部」
で下車して、進行方向と反対に直進し
「北市」
交差点を左折してから、徒歩2分（約200m）直進すると左側に工学部正門が
あります。
アルピコバス利用の場合
JR長野駅善光寺口を出てアルピコバス2番のりばで、
「日赤経由大塚南行き」
「松岡行き」
「ビッグハット行き」のいずれかに乗車（8分）
、バス停「信大工学部前」
で下車し、進行方向に向かって徒歩3分（約300m）直進すると左側に工学部南門
があります。
徒歩
JR長野駅東口から、徒歩20分

長野（工学）キャンパス

URA（University Research Administrator）
とは
大学等において、研究者とともに研究活動の企画・マネージメント、
研究成果活用促進を行うことにより、研究者の研究活動の活性化や研究
開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材を指します。

● お問い合わせ ●
RA協議会年次大会 実行委員会事務局 信州大学URAセンター
TEL：0263-37-3421 1stran̲j@shinshu-u.ac.jp
http://www.rman.jp/meetings2015/

◆ 8月31日（月）
〔11:00-12:00〕 オプショナル教育研修プログラム<WS会場(コミュニケーションルーム)>
〔13:00-15:00〕 〃
◆ 9月1日（火）
〔 9:00-10:00〕 受付・ポスター掲示・企業ブース設置
〔10:00-10:30〕 オープニング ＜大会場＞
〔10:40-12:10〕 セッション
・関係省庁講演 ＜大会場＞
文部科学省科学技術・学術政策局 局長 川上 伸昭 氏
経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課
大学連携推進室 室長 宮本 岩男 氏
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
経営企画部 次長 大武 喜勝 氏
文部科学省科学技術・学術政策研究所
第1・第2調査研究グループ 総括上席研究官 松澤 孝明 氏
・「ナーリッジサプライチェーン〜研究開発マネジメントツールと成功実例」
モデレーター：ウェルスプリング社
＜小会場Ａ1(103)＞
・「日欧研究協力＆研究者モビリティーのWHY、HOW&WHEN
〜EURAXESSからのサービス」
モデレーター：EURAXESS Links Japan
＜小会場Ａ2(102)＞
・「民間助成財団と助成について―助成金獲得に向けた留意点など―」
モデレーター：（公財）助成財団センター・RA協議会共催 ＜小会場Ｂ1(101)＞
〔12:10-13:10〕 昼 食 ＊給茶スぺ―スにて飲み物提供
〔13:10-14:40〕 セッション
・「 『競争力を向上させるための大学分析』
〜IRにおける研究者個人レベルまでの把握の重要性〜」
モデレーター：エルゼビア・ジャパン㈱
＜中会場＞
・「公的研究助成とオープンサイエンス」
モデレーター：京都大学
＜小会場Ａ1(103)＞
・「事務組織との連携について」
モデレーター：徳島大学
＜小会場Ａ2(102)＞
・「グロバール化時代の大学メディア戦略」
モデレーター：ネイチャー・パブリッシング・グループ ＜小会場Ｂ1(101)＞
・「これからの研究広報をジャーナリストと語る」
モデレーター：首都大学東京
＜小会場Ｂ2(100)＞
〔14:40-15:00〕 休憩
＊給茶スぺ―スにて飲み物提供
〔15:00-16:30〕 セッション
・大学執行部 特別セッション「大学経営におけるURAの活用」 ＜大会場＞
モデレーター：RA協議会 会長／金沢大学 学長 山崎 光悦 氏
パネリスト：神戸大学 研究・産学連携担当理事 小川 真人 氏
信州大学 学長 山沢 清人 氏
徳島大学 学長 香川 征 氏
長崎大学 研究担当理事 福永 博俊 氏
福井大学 研究・国際担当理事 岩井 善郎 氏
コメンテーター：文部科学省 科学技術・学術政策局局長 川上 伸昭 氏
・「人文社会系の研究力ってどうはかるの？」
モデレーター：大阪大学
＜小会場Ａ1(103)＞
・「研究力・レピュテーション向上のための研究マネジメント
〜何を測り、分析するか？〜」
モデレーター：トムソン・ロイター
＜小会場Ａ2(102)＞
・「＜国際競争力＞をキーワードとした戦略的な研究支援とは
−国内および海外（アジア）における取組事例紹介−」
モデレーター：エダンズグループジャパン㈱ ＜小会場Ｂ1(101)＞
・「国際連携推進についての課題と問題点について」
モデレーター：奈良先端科学技術大学院大学 ＜小会場Ｂ2(100)＞
〔16:50-17:50〕 総 会
＜大会場＞
〔18:30-20:00〕 情報交換会
参加費 5000円
会 場：ホテルメルパルク長野（〒380-8584 長野県長野市 鶴賀高畑752-8）

＜会場案内図＞
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◆ 9月2日（水）
〔9:00-10:30〕 セッション
・「これからの大学運営-URAはなにができるのか-」
モデレーター：大阪大学
＜中会場＞
・「コラボリーセッション：研究戦略立案のための研究力データ
分析と外部資金獲得、JST情報資産の活用」
＜小会場Ａ1(103)＞
モデレーター：㈱ジー・サーチ、科学技術振興機構 共催
・「外国人率68％, Happy率96％(？)
大学のグローバル化 何をどう進めたらいいか?」
モデレーター：沖縄科学技術大学院大学
＜小会場Ａ2(102)＞
・「大学共同利用機関におけるURA発ＩＲの取り組み」
モデレーター：情報・システム研究機構
＜小会場Ｂ1(101)＞
・「URAによる研究先導の取組」
モデレーター：長崎大学
＜小会場Ｂ2(100)＞
・「初中級向け演習『プロジェクト企画立案支援』」(参加型）
モデレーター：東京農工大学 ＜WS会場(コミュニケーションルーム)＞
〔10:30-10:50〕 休憩
＊給茶スぺ―スにて飲み物提供
〔10:50-12:20〕 セッション
・「２０１３年アジア大学ランキング１位の大学戦略の紹介」
モデレーター：㈱メディアフュージョン
＜大会場＞
・ポスター発表
＜中会場＞
・口頭発表
＜小会場Ａ1(103)、Ａ2(102)、Ｂ1(101)、Ｂ2(100)＞
〔12:20-13:20〕 昼食・ポスター撤収 ＊給茶スぺ―スにて飲み物提供
〔13:20-14:50〕 セッション
・「研究成果を世界へ配信：なぜ、どうやって、そして誰が」
モデレーター：京都大学
＜中会場＞
・「研究戦略を反映するURAの将来展望」
モデレーター：徳島大学
＜小会場Ａ1(103)＞
・「新旧に見るURAの価値と定着」
モデレーター：神戸大学
＜小会場Ａ2(102)＞
・「私大の研究力強化への新たな取組Ⅱ」
モデレーター：関西大学
＜小会場Ｂ1(101)＞
・「Post-AwardにおけるURA活動の新展開」
モデレーター：福井大学
＜小会場Ｂ2(100)＞
・「ケースメソッド演習『大学の研究戦略立案』」（参加型）
モデレーター：金沢大学
＜WS会場(コミュニケーションルーム)＞
〔15:10-16:00〕 クロージング
＜大会場＞
〔16:00-17:00〕 ブース撤収

＜ご案内＞
※会場内では、参加証を見えるように携帯して下さい。
※会場周辺にはレストランが多くありませんので、

お弁当のご持参または学生食堂のご利用をお勧め致します。

※学内での喫煙は、喫煙所においてのみ可能です。SASTec 西側、東門北側にある
喫煙所をご利用ください。

※託児場所は、国際イノベーションセンター 2 階 ( スクエアスタジオ）です。

※情報交換会への移動は、無料シャトルバス又は路線バス ( 終点長野駅下車 ) を

国際科学イノベーションセンター

ご利用ください。

長野駅までには約 10 分程度かかります。

▶シャトルバス出発時刻：1 便 17：00 4 台（200 名） ▶路線バス時刻：16：23、16：53、
2 便 17：30 2 台（112 名）
3 便 18：00 4 台（200 名）

17：23、17：53、

18：00( メルパルク長野経由、
千入石入口行）
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