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会議名及び主催

日程

会場

概要

筑波大学

日ペルー交流年記念
日秘大学学長会議

2019.8.23
9:00 - 17:25

サンマルコス大学文化セ
ンター、リマ市・ペルー

本会議は日本とペルーの双方の大学の学
長、副学長等代表者が一堂に会し、国際
社会の一員として大学がどのように社会
と関わり持続可能な発展に貢献するか、
地域的・文化的バックグラウンドの異な
る両国の大学がどのように連携を深める
かについて考えを共有し、議論する場と
して開催する。

日本およびペルーの
大学の学長等代表者

筑波大学・国際室
ビクター・スジャトミコ
victor.sujatmiko.ga@un.t
sukuba.ac.jp

University of Japan-Peru University
Tsukuba
Rectors’ Summit
Japan-Peru Friendship
Year

Friday, 23rd
August
2019

El Centro Cultural de
la
UNMSM, National
University of San
Marcos, Lima, Peru

the Japanese Peruvian University
Rectors’ Summit acts as a venue that
brings together all the
representatives of Japanese and
Peruvian universities who are coming
from different areas and cultures to
discuss and share opinions on how to
deepen cooperation amongst the
members as part of international
community.

The rectors and/or
representatives
of Japanese and
Peruvian universities

Victor Sujatmiko (Mr.)
victor.sujatmiko.ga@un.t
sukuba.ac.jp
Office of Global
Initiatives, University
of Tsukuba

筑波大学

2019.10.2-10.4
9:00-18:30

つくば国際会議場

筑波会議2019は、「Society5.0とSDGsを 若手研究者等
見据えた目指すべき社会の在り方とその
実現に向けて取り組むべき課題」をメイ
ンテーマとし、世界の若手研究者・起業
家等が筑波研究学園都市に参集し、3日間
にわたる開催期間中、各種セッションに
参加して意見を交わし、理解を深め、認
識を共有し、若手研究者等が自らの行動
目標や提案などを社会に対してアピール
する。

2019.10.2-10.4
9:00-18:30

Tsukuba Congress Center The main subject of the Tsukuba
Conference 2019 is “How do science,
technology and innovation contribute
to achieving Society 5.0 and SDGs?”
Young global leaders in science,
technology and innovation from over
the world gather at Tsukuba science
city, they take active part in the
various sessions, have discussions,
share their knowledge and idea, and
then appeal their society's action
goals and suggestions.

筑波会議2019

University of Tsukuba Conference 2019
Tsukuba
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Young Global Leaders

問い合わせ先

備考
URL等

筑波会議委員会事務局
畑 和秀
029-853-4207

https://tsukubaconference.com/

Tsukuba Conference
Organizing Council
Office
Kazuhide HATA
029-853-4207

https://tsukubaconference.com/

機関名

会議名及び主催

日程

主な
対象者

会場

概要

農業・食品産業 農研機構-FFTC(アジア太平 2019.10.24
技術総合研究機 洋食糧肥料技術センター)共
8:30-17:00
構
催シンポジウム「畜産分野 2019.10.25
におけるIoT、AIの活用と展
8:30-12:00
望」

つくば国際会議場2階中
ホール200

国内外から研究者を招へいし、欧米諸国
の先進技術の紹介を含めたスマート畜産
に関する技術開発の現状を紹介するとと
もに、今後の展望について議論し、アジ
ア太平洋地域に適したスマート畜産技術
の普及に資することを目的に本シンポジ
ウムを開催します。

NARO

Tsukuba International
Congress Center 2F
Convention Hall 200

We invite domestic and foreign
researchers to this symposium for
introducing the current state of
technology development related to
smart livestock management including
advanced technologies in Western
countries and to discuss future
prospects in order to contribute to
the spread of smart livestock
technology suitable for the AsiaPacific region.

NARO-FFTC Joint
2019.10.24
Symposium: Current Trends
8:30-17:00
and Perspectives of IoT
2019.10.25
/AI Technologies in the
8:30-12:00
Livestock Industry

物質・材料研究 NIMS WEEK 2019
2019.10.30
機構
NIMS Award/学術シンポジウ 10:00-18:00
ム
「Ai + DATA発！材料イノ
ベーション」
国立研究開発法人物質・材
料研究機構

東京国際フォーラム ホー NIMSが顕彰する国際賞NIMS Awardの授賞
ルB5
式およびAIとデータを活用したデータ駆
動型材料研究をテーマにした学術シンポ
ジウム

問い合わせ先

備考
URL等

研究者学生等

農研機構本部企画戦略本部
国際課
naro-intlevent@ml.affrc.go.jp

https://www.naro.affrc.
go.jp/english/globalinitiatives/iotai/index
.html

Researchers, students,
etc.

International Relations
Section, Strategic
Planning Headquarters,
NARO
naro-intlevent@ml.affrc.go.jp

https://www.naro.affrc.
go.jp/english/globalinitiatives/iotai/index
.html

研究者、学生、エンジニア等
外部連携部門 学術連携室
志賀野 久美子
TEL: 029-859-2039
academiccollaboration@nims.go.jp

関連イベントととして、
ラボ公開（10/28 NIMS開
催）、ショーケース
（10/31 東京国際フォー
ラム）の開催あり。

www.nims.go.jp/nimsweek
NIMS

NIMS WEEK 2019
NIMS Award/Academic
Symposium
"Materials Innovations
Driven
by AI + DATA!"
National Institute for
Materials Science (NIMS)

2019.10.30
10:00-18:00

Tokyo International
Forum Hall B5

NIMS Award Ceremony and Academic
Symposium focusing on data-driven
materials design and database
development.
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researchers,
Kumiko Shigano
www.nims.go.jp/nimsweek
professionals,
Academic Collaboration
/day2_en.html
engineers sand students Office, External
Collaboration Division
TEL:+81 59 2039
academiccollaboration@nims.go.jp

機関名

会議名及び主催

日程

農業・食品産業 第25回国際養蚕委員会大会 2019.11.19-22
技術総合研究機 (主催：国際養蚕委員会、農
構
林水産省、農研機構)

主な
対象者

会場

概要

つくば国際会議場

国際養蚕委員会が3年ごとに開催している 各国政府関係者、研究
研究集会で、各国の研究者や学生が、養 者、学生等
蚕やシルクに関する最新の研究を発表し
て情報交換をする貴重な機会となってい
ます。今回、25回目にして日本で初めて
開催されます。対象研究分野は、カイコ
や野蚕、餌となる植物、製糸や製織、経
済など多岐に渡ります。蚕糸・シルクに
関する展示もあり、各国の政府や企業の
関係者も参加して、産業振興や技術支援
などについての情報交換も可能です。

問い合わせ先

備考
URL等

大会事務局
natuoISC2019@affrc.go.jp

参加登録・講演申込9/18
まで
展示募集9/6まで

https://www.2019isc.org
/
NARO

The 25th International
Congress on Sericulture
and Silk Industry

2019.11.19-22

Tsukuba International
Congress Center

The triennial Congress of the
Government officials,
International Sericultural Commission researchers, students,
will provide a precious opportunity
etc.
for scientists and students to share
latest researches in the fields
sericulture and silk including
various silkworms, host plants, postcocoon technology, silk processing,
economy, and so on. The assembly of
delegates from silk producing and
consuming countries is also expected
to be advantageous for those in silkrelated business to promote
mercantile economic relations.

農業・食品産業 持続可能な農業の実現に向
技術総合研究機 けた機械・情報研究分野か
構
らの新たなアプローチ

2019.11.22

つくば国際会議場2階中
ホール200

欧州、アジア、日本における農業機械・
情報分野に関連したスマート農業研究の
現状及び国際標準化を視野に入れた技術
の共通化・規格化に関して、各国の専門
家による講演をとおして、効果的かつ効
率的な研究の進め方と国際連携について
検討することを目的に本シンポジウムを
開催します。

農業機械・作業技術・ス
マート農業研究、農業機
械検査、国際標準化の関
係者（普及関係者、学生
含む）

NARO

2019.11.22

Tsukuba International
Congress Center 2F
Convention Hall 200

Experts at home and abroad will
explain the recent status and
prospect of the research activities
for the smart agriculture on
machinery and its information
technology, considering the
international standardization of
technology.

Participants in
agricultural
machinery,Farm work
technology, smart
agricultural research,
agricultural machinery
testing & evaluation,
international
standardization
(including extension
officers and students)

New approach from the
field of machine and
information research for
realizing sustainable
agriculture

3

Organizing Committee
natuoISC2019@affrc.go.jp

Registration and
abstract submission: by
2019.9.18
Application for
exhibition: by 2019.9.6

https://www.isccongress
25th.org/
農研機構農業技術革新工学 研究センター
国際連携管理役 藤盛 隆
志
fujimorit931@affrc.go.jp
国際専門役 川瀬 芳順
ykawase@affrc.go.jp
Institute of
Agricultural Machinery
Adminstrator for
International
Collaboration Takashi
Fujimori
<fujimorit931@affrc.go.j
p>
Chief of International
Relations Yoshiyuki
Kawase<ykawase@affrc.go.
jp>

