
====================================================================== 
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.768*  2021/10/1 
====================================================================== 
１．共同主催国際会議の募集について（ご案内） 
２．【開催案内】公開シンポジウム 
 「生命科学分野におけるジェンダー・ダイバーシティ－大学における女性 
 リーダーから見た課題と展望－」 
３．【開催案内】九州・沖縄地区会議学術講演会 
 「持続可能な地域の強靭化と将来空間像～防災・減災対策の次なるステージ 
 を目指して～」 
４．【開催案内】公開シンポジウム 
 「幼小児期・若年期からの生活習慣病予防」 
５．日本オープンイノベーション大賞の募集開始（～10 月 11 日(月)） 
■-------------------------------------------------------------------- 
 共同主催国際会議の募集について（ご案内） 
--------------------------------------------------------------------■ 
 日本学術会議では昭和 28 年度以降、学術研究団体が国内で開催する国際会議 
のうち、「学問的意義が高く」、「科学的諸問題の解決を促進する」等、特に 
重要と認められる国際会議について共同主催を行うことにより、学術研究団体 
への支援・協力を行っています。 
 この度、令和５年度に開催される国際会議を対象に、 
【令和 3 年 10 月 1 日（金）～11 月 30 日（火）まで】共同主催の募集を行います。 
 詳細についてはこちらをご覧ください。 
  http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/entry.html 
 
※本件問い合わせ先： 
 日本学術会議事務局 参事官（国際業務担当）付国際会議担当  
 TEL：03-3403-5731 FAX：03-3403-1755  
 Mail：scj.kokusaikaigi.h5j@cao.go.jp 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】公開シンポジウム 
 「生命科学分野におけるジェンダー・ダイバーシティ－大学における女性 
 リーダーから見た課題と展望－」 
--------------------------------------------------------------------■ 
【日時】2021 年 10 月 28 日（木）13:00～16:30 
【場所】オンライン開催（Zoom） 
【主催】日本学術会議 第二部生命科学ジェンダー・ダイバーシティ分科会 



    日本学術会議 科学者委員会男女共同参画分科会 
【後援】文部科学省、内閣府男女共同参画局、国立研究開発法人科学技術振興 
   機構、公益社団法人日本薬学会、一般社団法人日本看護系学会協議会、 
   一般社団法人日本医学会連合、一般社団法人日本歯科医学会連合、一般 
   社団法人日本農学会、生活科学系コンソーシアム、生物科学学会連合、 
   日本生命科学アカデミー、日本農学アカデミー、男女共同参画学協会連 
   絡会、全国ダイバーシティネットワーク 
【参加費】無料 
【定員】約 1000 名（事前申込先着順） 
【開催趣旨・プログラム】 
  http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/314-s-1028.html 
【事前申し込み】要（申込期限：10 月 26 日（火）） 
  https://forms.gle/5u7sjeKKXPaw8ffJ8 
 お申し込みいただいた方には、10 月 27 日に、ウェビナーに接続するための 
URL をお送りいたします。 
【問い合わせ先】メールアドレス：SCJ25.Symposium@gmail.com 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】九州・沖縄地区会議学術講演会 
 「持続可能な地域の強靭化と将来空間像～防災・減災対策の次なるステージ 
 を目指して～」 
--------------------------------------------------------------------■ 
【日時】2021 年 11 月 1 日（月）14:00～16:10 
【場所】オンライン開催（Zoom） 
【主催】日本学術会議九州・沖縄地区会議 
【後援】国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所、気象庁大分地方気象 
   台、大分県、佐伯市 
【参加費】無料 
【定員】500 名（アカウント） 
【開催趣旨】 
 自然災害が多発する今日、防災・減災対策の次なるステージを目指し、安全 
・安心で持続可能な地域社会・地域空間を形成するための強靭化やまちづくり 
の方向性、そして長期的な視点に立った将来的な国土・地域空間のあるべき姿 
について議論を行います。 
【プログラム】 
  https://www.scj.go.jp/ja/event/2021/313-s-1101.html 
【事前申し込み】要 
  https://forms.gle/vXodBriKcZRqoqbD9 



 入力いただいたメールアドレスへ、後日 Zoom の URL をお知らせします。 
【問い合わせ先】 
 国立大学法人大分大学研究推進部研究推進課研究協力第一係 
 電話：097-554-6158 
 E-mail：kenkyou@oita-u.ac.jp 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
【開催案内】公開シンポジウム 
 「幼小児期・若年期からの生活習慣病予防」 
--------------------------------------------------------------------■ 
【日時】2021 年 11 月 6 日（土）～11 月 30 日（火） 
【場所】オンライン開催（以下 URL からオンデマンド方式、YouTube） 
  http://web.apollon.nta.co.jp/jash67/simin.html 
【主催】日本学術会議 健康・生活科学委員会・臨床医学委員会合同 生活習慣 
   病対策分科会、日本学校保健学会第 67 回学術大会 
【参加費】無料 
【定員】制限なし 
【事前申し込み】不要 
【開催趣旨】 
 生活習慣病予防のための対策を幼小児期・若年期など、より早期から実施す 
る必要性について、日本学術会議第 24 期生活習慣病対策分科会は、2020 年 8 月に 
「生活習慣病予防のための良好な成育環境・生活習慣の確保に係る基盤づくり 
と教育の重要性」を提言し、 
（http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t293-3-abstract.html） 
学校における健康教育の深化を促しました。 
 本シンポジウムは、同提言を受け、日本学校保健学会第 67 回学術大会が日本 
学術会議・生活習慣病対策分科会とともに、関心のある学校関係者や保護者、 
地域の関係機関などを含む市民に広く公開して開催するもので、優れた取り組 
みの具体的内容を共有し、意見交換を行うことにより、今後の実践に役立てる 
ための基盤を形成することを意図しています。 
 具体的には、学校における健康教育を含む保健教育に係る課題や今後の目標 
の概観ののちに、児童生徒の生きる力の育成に繋がる深い学びを目指した取り 
組み、地域の保健部門や医学・公衆衛生学分野の研究者を含む多機関が連携し 
て実践する学校全体で健康教育を行う取り組み、などの優れた実践を共有し、 
児童生徒が、生涯にわたって生活の管理と健康管理の重要性を理解・認識し、 
行動変容と生活の質の向上に努め、生涯を通じた生活習慣病予防の実践を行え 
るようにすることを目指しています。 
 講演とそれに続く意見交換、さらに事後のアンケートを通して、幼小児期・ 



若年期からの生活習慣病予防に資する学校における健康教育のあり方について 
今後の方向性を見出すことを目標としています。アンケートへのご協力もお願 
いいたします（アンケートは市民公開シンポジウム webpage よりリンク 
http://web.apollon.nta.co.jp/jash67/simin.html）。 
【プログラム】 
  http://www.scj.go.jp/ja/event/2021/314-s-1106.html 
【問い合わせ先】 
 日本学校保健学会第 67 回学術大会全般に関するお問い合わせ： 
  株式会社プランドゥ・ジャパン（運営事務局） 
  TEL: 03-5470-4401 FAX: 03-5470-4410 
  E-mail: jash67@nta.co.jp 
 内容に関するお問い合わせ： 
  八谷 寛（名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療学・公衆衛生学） 
  TEL: 052-744-2128 
  E-mail: h828@med.nagoya-u.ac.jp 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
 日本オープンイノベーション大賞の募集開始（～10 月 11 日(月)） 
--------------------------------------------------------------------■ 
【内容】 
 オープンイノベーションの取組で、模範となるようなもの、社会インパクト 
の大きいもの、持続可能性のあるものについて、担当分野ごとの大臣賞、長官 
賞、経済団体、学術団体の会長賞等の表彰をするとともに、各賞の中で最も優 
れたものを内閣総理大臣賞として表彰します。 
 
【表彰の種類】 
 内閣総理大臣賞、科学技術政策担当大臣賞、総務大臣賞、文部科学大臣賞、 
厚生労働大臣賞、農林水産大臣賞、経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、環境大 
臣賞、スポーツ庁長官賞、日本経済団体連合会会長賞、日本学術会議会長賞、 
選考委員会特別賞 
 
 社会変革を担う取組をお待ちしております。 
 
■日本オープンイノベーション大賞ページ 
 https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/prize/index.html 
■科技トップ新着 
 https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain.html 
■プレスリリース 



 https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20210910oi_prize.html 
  
*********************************************************************** 
       学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから 
           http://jssf86.org/works1.html 
*********************************************************************** 
======================================================================= 
 日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等へ 
の転載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読み 
いただけるようにお取り計らいください。 
 過去のメールニュースは、日本学術会議ホームページに掲載しております。 
http://www.scj.go.jp/ja/other/news/index.html 
 
【日本学術会議ウェブサイトの常時暗号化について】 
日本学術会議ウェブサイトは 2021 年 10 月 1 日より常時暗号化通信（TLS1.2） 
対応いたします。 
新 URL:https://www.scj.go.jp 
日本学術会議ウェブサイトへのリンク、お気に入り等設定している場合は、 
お手数ですが「https」への修正をお願いいたします。 
 
【本メールに関するお問い合わせ】 
 本メールは、配信専用のアドレスで配信されており返信できません。 
 本メールに関するお問い合わせは、下記の URL に連絡先の記載がありますの 
で、そちらからお願いいたします。 
======================================================================= 
 発行：日本学術会議事務局 http://www.scj.go.jp/ 
     〒106-8555 東京都港区六本木 7-22-34 
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