
 

 

  

土佐フードビジネスクリエーター人材創出 

 学外教室（高知県東部） 募集中 

 
 土佐フードビジネスクリエーター（FBC）人材創出

は、物部キャンパスを主な会場として開催しており

ますが、物部までの通学が困難な方向けに学外教

室も開講しております。昨年度までは幡多地域にて

開講しておりましたが、今年度は初めて高知県東

部地域にて開講いたします。 

 平成 26 年 10 月～12 月の期間中、約 40 時間か

けて食品産業に必要な基礎知識を習得して頂きま

す。ご興味ありそうな方への周知にご協力いただけ

れば幸いです。 
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域学連携推進部門 
Topic 1. 第 11 回 高知市コーディネーター会議 

域学連携推進部門では、県民向けに各種公開講座事業を実施しております。その一つとして、毎年 10

月～12 月に「秋の公開講座」を開講しており、この講座内容を本学教員から、現在広く募集しておりま

す。全 5 回（1.5 時間/回）、受講生定員 30 人以内とし、一般教養等、県民に広く興味を持たれるテーマを

募集します。開講を希望される場合は、8 月 15 日（金）までに域学連携推進部門まで、「開講提案書」をご

提出ください。 

なお、昨年までは、本講座は受講生に受講料を必要としていましたが、今回から無料となりました。ま

た、実施にあたり一定の実施経費を当センターが負担します。教員の皆様からの多数のテーマ応募をお

待ちしております。 

（詳細は教職員用グループウェア掲示板［一般］ 投稿日時 2014/07/23 13:58:26 「★学内公募案内：

平成 26 年度「秋の公開講座」の公募について」をご参照ください） 

 

テーマ、講師、日程等が決まりましたら、県内各機関へのチラシ配布、受講経験者にはダイレクトメー

ル等により、学外の皆様にご案内いたします。 

Topic 2. 平成 26 年度 秋の公開講座 募集中 

高知大学と高知市は連携協定に基づき、それぞれの組織内にコーディネーターを配置し、相互に発展

的な連携を進めることを目指しています。7 月 9 日（水）に、第 11 回目となるコーディネーター会議が高

知市総合あんしんセンターにて行われました。 

 

高知市 上席コーディネーター 副市長 中嶋 重光 氏、 

総務部長 森田 惠介 氏 

コーディネーター 総務部副部長 山本 正篤 氏、 

商工観光部副部長 須内 宗一 氏、 

   総務部総合政策課長 大野 正貴 氏 

高知大学 上席コーディネーター 理事（総務・国際担当） 櫻井 克年 氏、 

副学長（地域連携担当） 受田 浩之 氏 

  コーディネーター 理学部門 教授 近藤 康生 氏、 

地域協働教育学部門 准教授 石筒 覚 氏、 

     地域協働教育学部門 准教授 中澤 純治 氏 

高知大学インサイド・コミュニティ・システ

ム（ＫＩＣＳ）や地域協働学部との連携や、高

知市地域コミュニティの再構築、学生活動交

流館の活動等について、闊達に意見交換さ

れました。今回の意見交換に基づき、高知

市との各種連携事業を推進していきます。 
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産学官民連携推進部門 

 

Topic 1. 競争的資金の募集案内 

～JST 「A-STEP」フィージビリティスタディ（FS）ステージ～ 
平成 26 年度 研究成果最適展開支援プログラム「A-STEP」FS ステージ（探索タイプ、シーズ顕在化タイ

プ）の募集案内がありましたので、JST のホームページ掲載（下記 URL）の公募要領等確認のうえ、是非とも

積極的にご応募いただきますようよろしくお願いいたします。 

＜開発費・期間＞ 

・探索タイプ     基準額 170 万円、原則 1 年間 

・シーズ顕在化タイプ 基準額 800 万円、原則 1 年間 

なお、平成 26 年度は以下のビジョンに沿った研究分野を公募対象としています。 

・COI STREAM ビジョンに沿った対象研究分野 

  【少子高齢化先進国としての持続性確保：Smart Life Care、Ageless Society】に資する研究分野 

  【豊かな生活環境の構築（繁栄し、尊敬される国へ）：Smart Japan】に資する研究分野 

  【活気ある持続可能な（Active Sustainability）社会の構築】に資する研究分野 

学内提出期限：８月 18 日（月） 

 地域連携推進センターまで提出（電子データ：確認作業等）願います。 

※教職員用グループウェア掲示板（研究助成事業）「平成 26 年度第 2 回研究成果最適展開支援プログラム「Ａ－ＳＴＥ

Ｐ」について」参照 

※お早目のご提出についてご協力願います。 

 

詳細は下記 HP にてご確認ください 

http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html 

高知県産業振興センターでは、平成 25 年度に引き続き、 

株式会社日本トリム様からの寄付金を活用し、次代の高知 
県経済をリードする優れたビジネスプランを募集しています。 

新規性・独創性、事業の可能性・将来性、代表者の起業・ 
事業化への意欲等をポイントに評価し、「こうちビジネスプラ 

ン」として認定されます。認定されたプランには、最大 1，000 
 万円（1 件あたり）、総額 2，600 万円以内の事業育成支援 

金が提供されます。 
また、プランの具体化、販路開拓等が様々な形でサポート 

されます。高知県内の企業との共同研究・共同開発にご関 
心のある方は、当センター産学官民連携推進部門までご連絡 

ください。 
 

応募に関する詳細は、高知県産業振興センターＨＰをご覧 
ください。  

http://www.joho-kochi.or.jp/challenge/index.html 

 

Topic 2.  第 2 回こうちビジネスチャレンジ基金事業 （通称：日本トリム

基金事業）公募中！ 

http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html�
http://www.joho-kochi.or.jp/challenge/index.html�


 

 CRC Center For Regional Collaboration 
 

4 ページ 

 

 

 

知的財産部門 
Topic 1. 四国地区五大学新技術説明会開催 

７月４日（金）、ＪＳＴ東京本部別館ホール(東京・市ヶ谷)において、「四国地区五大学 新技術説明会」が

開催され、１２６名の来場がありました。 

高知大学からの発表者は以下の２名で、多くの視聴者に参加して頂くことができ、成功裏に終えること

ができました。各発表について５０人程度の視聴者があり、全ての説明者に対して、名刺交換および個別

面談の申込みがありました。共同研究や技術移転に繋がる可能性がある企業からのアプローチも複数社

あり、今後の進展が期待されます。 

 

１. 教育研究部 医療学系 基礎医学部門 薬理学        

谷内 恵介 助教 

「膵癌細胞の浸潤・転移に関わるメッセンジャーRNA 

を標的とした新規治療法の確立に向けて」 

 

 

 

２. 教育研究部 総合科学系 複合領域科学部門（IMT） 

 片岡 正典 特任講師 

「アミノアシル化ヌクレオチドの効率合成」 

Topic 2. 平成 26 年度 パテントコンテスト開催のお知らせ 

『皆さん一人ひとりのアイディアで社会や暮らしをより良くし、未来を切り拓く。高校生、高等専門学校生及

び大学生等の皆さんにそのような体験の機会を提供すると共に、皆さんの知的財産マインドを育て、知的

財産権制度の理解を促進することを目的に、文部科学省、特許庁、日本弁理士会、独立行政法人 工業所

有権情報・研修館では、今年もパテントコンテストを開催します！』 （ホームページより抜粋） 

 

応募書類受付期間は平成 26 年 8 月 11 日（月）～9 月 26 日（金）までです。 

募集の詳しい内容、発明提出書様式等は下記ホームページをご覧ください。 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/patent/26_patent_contest.html 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/patent/26_patent_contest.html�
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