
異分野meetup week 2020
出展

2020年9月30日 公開
2020年10月22日 改訂2

イベント開催期間 2020年11月30日（月）～12月4日（金）

KNIT共同実施機関

2019年度文部科学省科学技術人材育成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）



異分野meetup week2020 とは

• 研究者たちの学際を応援するイベント
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• 研究とmeetupイベントの参加の両立を叶えるため
week（５日間）として開催

• 研究者が取り組む研究や課題の活発な交流の場となるよう
企画

• 2021年度KNIT共同研究助成（研究費助成事業）申請にあた
り参加が必要な場合がある。
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昨年度の様子
（ 2020年3月3日－4日 超異分野meetup＠学術交流会館）



異分野meetup week 2020 開催概要
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• 日 程

• 開 催

• 内 容

• 主 催

2020年11月30日（月）－12月4日（金）

オンライン（参加申込必須）

・ポスター展示
・研究について語るコミュニケーションサロン
・セミナー開催（事前申込必須）

北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク
（北海道大学, 室蘭工業大学, 帯広畜産大学, 北見工業大学, 株式会社アミノアップ, 日東電工株式会社）

• 後 援

協 力

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
（ノーステック財団）
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異分野meetup week 2020
募集：ポスター出展

テンプレート

のぼり型ポスターで自分の研究と

まだ知らない・興味がある研究と交流してみませんか？

• 応募資格 KNIT共同実施機関の研究者※1, 協力機関※2, 独立行政法人, 事業関連組織※3

に所属する方
※1 KNIT共同実施機関 ：北海道大学, 室蘭工業大学, 帯広畜産大学, 北見工業大学, 株式会社アミノアップ, 日東電工株式会社
※2 協力機関 ：北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク（KNIT）の取り組みに賛同し協力機関申請をいただいた組織

機関一覧は左記URLを参照ください。
※3 事業関連組織 ：現在、協力機関申請はしていないが、KNITの取り組みに興味のある機関でKNIT共同実施機関構成員や協力機関が紹介した機関、企業、組織

• 申込方法 異分野meetup week 2020特設サイトに申込方法掲載（WEB手続き）

• 申込締切 2020年11月10日（火）※ポスター提出締切：2020年11月13日（金）

• その他 ポスターは、出展代表者の責任のもと、提出してください。
連名で出展される方がポスターを閲覧するためには、申込URLより参加登録が必要です。
ポスターと一緒に1分動画を付けることができます。

締切延長
しています！
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＜ポスター＞
ポスターテンプレートDLページより、
好きなカラーデザイン一つを選びDL
↓
フォーマットに従って入力、
自分の研究が関わるSDGs目標を最大5つ選ぶ
↓
完成！

シンプルなテンプレートに従って入力するのみ！

ポスター、動画の提出は専用アプリからお願い
いたします。

＜動画＞
動画は、1分程度、MP４にて作成と提出をお願
いいたします。

異分野meetup week 2020
募集：ポスター出展（ポスターテンプレート, 動画）

提出はpdfのデータ形式でお願いします。



自分の研究、興味ある研究分野をテーマに

交流・雑談するミニ研究会企画募集！！
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異分野meetup week 2020
募集：研究について語るコミュニケーションサロン

• 応募資格 ポスター出展を予定していること

• 申込方法 メールで下記2点ご連絡をお願いいたします。
宛先：knit@synfoster.hokudai.ac.jp 異分野meetup week 2020事務局 宛て
①開催テーマ②サロン企画責任者（所属・職位・名前）

• 開催方法 オンライン

• 申込締切 2020年11月10日（火）

• その他 コミュニケーションするテーマは、自身の研究や興味あることなどなんでもOK。
リアル会場でポスターを見ながら立ち話をする代わりの企画です。
オンライン配信はmeetup実行委員会がサポートさせていただきます。

締切延長
しています！

mailto:knit@synfoster.hokudai.ac.jp
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異分野meetup week2020
募集：研究について語るコミュニケーションサロン

話題テーマ チャット

〇〇〇〇〇における△△ △

この、△△ △について語りた
い！！

サロン企画例1
テーマ：自分の研究分野

サロン企画例2
テーマ：大学生活での疑問

概要：自分の研究テーマや分
野について話題提供し、興味
をもってくれた人たちに対し
てポスターでは語れなかった
詳細についてアウトリーチす
る。

概要：大学生活の中で、疑問
に思っていること（ジェンダ
ーや昇任、プライベートと社
会生活との時間のやりくりな
ど）をざっくばらんに語る会。

サロン企画例3
テーマ：同じ趣味の人を見つけたい。

概要：同業者の中に同じ趣味の人を見
つけて、研究も趣味も楽しみたい！！
自分の趣味の話を聞いてくれる人を集
めて語る会。

流れ：
参加者自己紹介 10分
話題提供 10分
一人ずつ感想 10分
ディスカッション 最大30分
（計 60分）

流れ：
参加者自己紹介 10分
自分の疑問説明 10分
意見交換 10分
他に疑問持っている人の
疑問説明・意見交換 30分
（計 60分）

流れ：
オンラインミーティングURLに接続してきてくれた
人がいたら、趣味を説明しておしゃべりする。

サロンのテーマ、スタイル、時間の使い方は自由。
時間や意見をまとめる担当が必要な場合は
事務局へご相談ください。お手伝いさせていただきます。
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異分野meetup week 2020
イベントオンライン会場

異分野meetup week 2020 告知ページより、

イベントオンライン会場へアクセスください。

＜イベントオンライン会場でできること＞
・異分野meetup week 2020 への参加登録
・異分野meetup week 2020でのポスター出展参加登録
・異分野meetup week 2020で出展するポスターの提出
・出展されたポスターの閲覧とコメントを残す
・研究について語るコミュニケーションサロンへの参加申込
・異分野meetup week 2020開催期間中のセミナー参加申込

（この動画へアクセスいただいたURLが異分野meetup week 2020告知ページです。）

11月以降
公開予定



KNIT共同研究助成への接続
KNIT共同研究助成とは

• 概 要

• 対 象

• 公募時期

• 助成金額
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若手（女性）研究者の研究力の向上やリーダースキルの強化、
また北海道の研究ネットワークの拡大

女性研究代表者と、共同研究者による研究チーム
（共同研究者の性別は問わない。本事業の趣旨を鑑み、女性研究者の応募を歓迎する。
代表と異なる機関に所属していることが必要。）

2020年12月下旬～2021年1月末

研究代表者 最大 1,000,000円
共同研究者 最大 200,000円(見込み)
※所属機関によって異なるため2021年度募集要項を必ず確認ください。



KNIT共同研究助成への接続
昨年度採択テーマ(13件)
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研究テーマ 共同研究機関

1 糸状菌を用いた化学的および生物工学的なスクアレン高産生システムの構築 ○北海道大学大学院農学研究院, 帯広畜産大学

2 コルチゾールが卵巣機能に与える影響～糖脂質組成の変化に注目して ○北海道大学大学院医学研究院, 帯広畜産大学

3 知識と実践を融合する保健師教育eラーニングシステムの開発 ○北海道大学大学院保健科学研究院, 室蘭工業大学

4 外国人材育成に向けて大学の日本語教育は何ができるか−「日本語教育推進法」の成立を受けて− ○北海道大学高等教育推進機構, 室蘭工業大学

5 ベトナムにおける農業保険の導入と農家所得安定への寄与 ○北海道大学大学院農学研究院, 帯広畜産大学

6 授乳期の⾼脂肪⾷給餌が⺟乳成分と仔の脂肪組織幹細胞に与える影響の解明 ○北海道大学大学院獣医学研究院, 帯広畜産大学

7 感染モデルを⽤いた免疫難病の発症・増悪に関わるメカニズムの解明 ○北海道大学大学院医学研究院, 帯広畜産大学

8 親と子どもを対象としたヘルスリテラシーの向上と科学コミュニケーションシステムの構築 ○北海道大学環境健康科学研究教育センター, 室蘭工業大学

9 発信型と表現型を融合した科学技術コミュニケーションの試み〜2020 札幌国際芸術祭との関連展
示で考える地球温暖化〜

○北海道大学高等教育推進機構, 北見工業大学

10 母子同品種のホルスタイン種、黒毛和種および短角種における分娩直後の母牛および産子の血液性
状の差異

○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター, 北海道大学

11 ヘムタンパク質におけるポケット形状とヘムの歪みの相関解析に対する畳み込みニューラルネット
ワークの最適化

○北見工業大学工学部地域未来デザイン工学科, 北海道大学, 
理化学研究所

12 ナノ構造酸化ニッケル薄膜の電気化学的耐久性の向上による高機能化 ○北見工業大学地球環境工学科, 北海道大学

13 シアル酸転移酵素の阻害作用を有する化合物の合成研究 ○室蘭工業大学しくみ解明系, 北海道大学



KNIT共同研究助成への接続
助成申請のためのmeetup weekへの参加
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2021年度KNIT共同研究助成の申請には、

異分野meetup week 2020への参加が必要です。

• 研究代表者として申請

• 共同研究者として

申請へ参加

2021年度KNIT共同研究助成へ

2021年度KNIT共同研究助成へ

ポスター出展代表者または連名で閲覧参加する必要があ
り、代表者として参加した方を優先して審査します。

異分野meetup week 2020へ、

参加しなくても申請は可能ですが、
助成審査の際、異分野meetup weekへの参加が加味され
ます。

異分野meetup week 2020へ、

参考： meetup week への参加寄与

高い 発表代表者 ＞ 発表連名者 ＞ 閲覧参加 ＞ 参加なし 低い



問い合わせ先

不明な点は、所属機関までお問合せをお願いいたします。

・北海道大学 メール：reed@synfoster.hokudai.ac.jp 電話：011-706-3625
・室蘭工業大学 メール：ufr@mmm.muroran-it.ac.jp 電話：0143-46-5018
・帯広畜産大学 メール：zinzi@obihiro.ac.jp 電話：0155-49-5221
・北見工業大学 メール：soumu06@desk.kitami-it.ac.jp 電話：0157-26-9115

※株式会社アミノアップ、日東電工株式会社、その他機関に所属の皆様は、

北海道大学までお問合せをお願いいたします。
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mailto:reed@synfoster.hokudai.ac.jp
mailto:soumu06@desk.kitami-it.ac.jp
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