
開催期間スケジュール
11/30 月 12/412/2 12/312/1 火 水 木 金

オープニングイベント

KNIT共同研究
助成説明会

13:30-14:30

15:00-16:30
北海道大学
オンラインセミナー①

産学官連携
のための
情報デザイン＆
コミュニケー
ション

16:30-17:30
北海道大学
オンラインセミナー②

北海道発・大学発の
研究開発型ベンチャー
立ち上げの方法論

10:30-12:00
北海道大学
オンラインセミナー③

みんなで摸る
あなたの異分野
～筑波大
100人論文を
踏まえた
ワークショップ～

15:00-16:00
クロージングイベント

KNIT共同研究
助成説明会

12:10-12:45
室蘭工業大学
オンラインセミナー

13:30-14:30

10:30-11:30

帯広畜産大学
オンラインセミナー

北見工業大学
オンラインセミナー
地域と歩む
冬季スポーツ
支援工学

12:20-12:50
Knit a Network!
ロールモデル座談会
meetup week
SPECIAL!!

15:00-16:00
KNIT協力機関
会議
(参加対象：
　KNIT協力機関限定)

14:00-16:30
KNIT オンライン
シンポジウム

多様性から
編み出す
イノベーション

詳しくはこちら！→https://bit.ly/380Ge1X
参加するには、いずれも専用WEBサイトからの参加登録が必要です！　

13:10-14:00
研究者コミュニ
ケーションサロン
- アーティストが
北大で働くということ
                  について-

畜大型
子育てサポート制度

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

※ポスター閲覧は、meetup week2020 期間中、
　いつでもどこでも専用WEBサイトからご覧いただけます。（初日 12時から、最終日 22 時まで）

研究者のススメ
室蘭のススメ

15:00-16:00
研究者コミュニ
ケーションサロン
- 糖鎖研究について
語ろう！-

11:30-13:30
研究者コミュニ
ケーションサロン

-多様＜性＞の
ネットワーキング：
セックス・ジェンダー・
セクシュアリティ研究・
教育が紡ぐ
私たちの未来 -

主催 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）、NPO 法人 butukura
Special Thanks  北海道大学 大学力強化推進本部URA ステーション、人材育成本部 研究人材育成推進室、産学・地域協働推進機構



WEBに掲載している異分野meetup week 2020スケジュールもご覧ください！

北海道の６つの連携機関が参画している北海道ダイバーシティ研究環境推進
ネ　ットワーク（KNIT)は、研究者たちの学際を応援しています。
この取り組みの一つとして、異分野meetup week 2020を開催します。

昨年度は2日間限定で超異分野meetup として開催しましたが、今年度は5日間
 “week（11月30日(月)～12月4日(金)）”で開催します。

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準備しておりますので、
様々な分野、バックグラウンドをお持ちの研究者、皆様のご参加を

③　もっと他研究領域や共同研究について知識を深めたい！”セミナー”に参加する
②　自分の専門外について知りたい！”ポスター閲覧者”として参加する

①　自分の研究テーマや専門について発表する！”ポスター出展者”として参加する
　　！ご注意！「ポスター出展申請」の締切は11月17日（火）です！       　

異分野meetup week 2020へ参加する方法は３通り。

いずれも専用WEBサイトからの参加登録が必要！　
詳しくはこちら！→https://bit.ly/380Ge1X

異分野meetup week 2020期間中、
さまざまなセミナーを開催します！

異分野meetup week 2020は
どんな参加方法がある？

異分野meetup week 2020とは

↓

ポスター制作は簡単！好きな配色を選んで
テンプレートに合わせて入力するだけ！

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

KNIT共同研究助成とは

2021年度KNIT共同研究助成

科学技術人材育成費補助事業（文部科学省）「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」
(2019年度～2024年度)の一環として、北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク（KNIT）の連携
機関における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
拡大を目的とし、KINT連携機関研究者と優れた共同研究（KNIT共同研究）を計画する研究者
（研究代表者については女性研究者限定）に対して研究費助成を行います。

2021年度KNIT共同研究助成公募を募集します。（公募開始は2020年末を予定）
公募へ申請するにあたり、共同研究の代表者（女性限定）となる場合は異分野meetup week 2020へ
ポスター出展をする必要があります。共同研究者（性別限定なし）はこの必要はありませんが、
審査の際、異分野meetup week 2020への参加実績が加味されますので、ぜひ積極的にご参加ください。

お待ちしております！

　私とあ
なたの研究領域

が出会ったとき！何かが起きるわくわく！！

北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク(KNIT)とは
　北海道内の大学と企業※が連携し、多様な研究人材の活躍によ
る地域活性化に向けて、様々な背景を持つ研究者が、-研究を継
続し、自立に向けて努力し、それぞれがイノベーションコア人材
として飛躍-することを可能にするダイバーシティ研究環境の実
現を目指す事業のことです。
※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

HOT SEMINAR
KNIT共同研究助成説明会

HOT SEMINAR
北見工業大学主催セミナー

HOT SEMINAR
帯広畜産大学主催セミナー

HOT SEMINAR
北海道大学主催セミナー

HOT SEMINAR
北海道大学主催セミナー

HOT SEMINAR
北海道大学主催セミナー

11/30 月

12/4 金

12/3 木12/2 水

HOT SEMINAR
室蘭工業大学主催セミナー

HOT PROGRAM
北海道大学主催サロン

HOT PROGRAM

12/2 水

11/30 月 12/3 木 12/4 金

12:10-12:45 13:30-14:30 10:30-11:30

15:00-16:30 16:30-17:30 10:30-12:00

13:30-14:30

15:00-16:00

”産学官連携
  のための
  情報デザイン＆
  コミュニケー
  ション”

”北海道発・
  大学発の
  研究開発型
  ベンチャー
  立ち上げの
  方法論”

”みんなで摸る
あなたの異分野
～筑波大
100人論文を
踏まえた
ワークショップ～”

12/3 木

北大ロールモデル
座談会 

12:20-12:50

”多様性から
編み出す
イノベーション”

14:00-16:30

KNITシンポジウム

13:10-14:00
”北大でアーティストが
  働くということについて”

12/1 火

異分野meetup week 2020＆KNIT共同研究
昨年度は150件のポスターが集まりました！

今年も研究紹介動画
募集しています！

昨年度「超異分野meetup」の様子(2020/3/4)

　　人間科学研究部門　　　　　　
　　准教授　中馬いづみ先生
　　獣医学研究部門
　　准教授　上川昭博先生

”地域と歩む
  冬季スポーツ支援工学”
　冬季スポーツ科学
   研究推進センター
　センター長 桝井文人先生

”畜大型
子育てサポート制度”

”研究者のススメ、
  室蘭のススメ”
室蘭工業大学女性教員による
公開座談会です！

　ゲスト : 　ゲスト :


