世界にみる大学強化のための
研究推進体制と戦略

無限の可能性、
ここが最先端

文部科学省研究大学強化促進事業

−Outgrow your limits−

国際シンポジウム

2月6日（火）

2018年

13:00〜17:35（受付12:30〜）

定

員：500名

参加費：無

料

日英同時通訳あり

奈良春日野国際フォーラム 甍 〜I・RA・KA〜
能楽ホール（旧・新公会堂）

〒630-8212 奈良市春日野町101

日本の大学において、研究力強化に向けた研究推進のための様々な取り組みがなされて
います。
その一つとしてリサーチアドミニストレーターの導入が進められ、各大学の方針のもと
多様な業務に活用されています。同時に、各大学での研究推進体制の強化に伴い、大学
間で組織体制や戦略の多様化が進んでいます。
本シンポジウムでは、欧米豪の大学において運営管理の優れた実績を持ち、
アドミニスト
レーターの学会代表や役員を務める方々に加え、先駆的で特色ある体制作りを進めている
国内の大学から講師を招き、
各地域や大学での取り組みについて紹介していただくとともに、
今後の大学強化に向けた研究推進体制と展望について議論していただきます。
参加申込先 国際シンポジウム
主

催

［特別サイト］http://www.ura-sympo.jp
［申込先メールアドレス］ura-sympo@rsc.naist.jp

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構

Program

同時通訳付き

プログラム

司会：三宅 雅人

13:00−13:05 開会挨拶

15:00−15:10 講

「奈良先端大における研究力強化の取組とURAの活用」

横矢 直和（奈良先端科学技術大学院大学長）

飯田 元（奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構研究推進部門長）

13:05−13:10 来賓挨拶 文部科学省
13:10−13:40 講

演

「イェール大学
─ アメリカにおけるリサーチアドミニストレーションの事例」

15:10−15:30 休

憩

15:30−15:45 講

演

「The Society of
Research Administrators International」

Joanne Bentley

（イェール大学 Faculty Research Management Services ディレクター）

13:40−14:10 講

Cindy Kiel

演

（SRA会長、
カリフォルニア大学デービス校 Executive Associate Vice Chancellor
for Research Administration）

「大学強化のためのリサーチアドミニストレーターの役割と機能」
David Langley

15:45−16:00 講

（ブリストル大学 Research and Enterprise Development ディレクター）
（ブリストル大学 Research and Enterprise Development 起業担当ディレクター）

Campbell Thomson

（ARMS会長、西オーストラリア大学 Oﬃce of Research Enterprise ディレクター）

演

16:00−17:30 パネルディスカッション

「 新たな研究支援機能の確立と
社会科学および芸術・人文学への挑戦」

ファシリテーター： 三宅

Silke Blohm

（ロンドン大学 東洋アフリカ研究学院 Research and Enterprise Oﬃce ディレクター）

14:40−14:50 講

17:30−17:35 閉会挨拶

演

箱嶋 敏雄（奈良先端科学技術大学院大学 理事・副学長）

「京都大学における研究推進体制」

（会費無料）
17:35−18:30 情報交換会

佐治 英郎（京都大学 学術研究支援室（KURA）室長）

The speakers

国際共同研究担当ディレクター）

Bentley、David Langley、Lorna Colquhoun、
Silke Blohm、山﨑 淳一郎、佐治 英郎、飯田 元、Cindy Kiel、
Campbell Thomson

演

山﨑 淳一郎（北海道大学 URAステーション長）

雅人（奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構准教授

パネリスト： Joanne

「北海道大学におけるURA制度と将来像」
14:50−15:00 講

演

「Australasian Research Management Society」

Lorna Colquhoun

14:10−14:40 講

演
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問い合わせ

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構
http : //www.naist.jp/iri/ E-mail : ura-sympo@rsc.naist.jp

近鉄奈良駅2番出口より徒歩20分
①近鉄奈良駅5番出口より奈良交通バス1番のりば
②JR奈良駅より奈良交通バス東口2番のりば
①、②とも
「春日大社本殿」行き
「奈良春日野国際フォーラム甍前」下車すぐ又は、
「市内循環
（外回り）」バス
「東大寺大仏殿・春日大社前」下車、
大仏殿交差点東へ徒歩3分

TEL. 0743-72-5644

