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─────────────────────────────────── 
筑波大学「産学連携 ＆ 人材育成」最新情報 

───────────────────────────────────  
■【リアル開催】「BioJapan 2021」に出展します■ 

【公開期間】2021 年 10 月 13 日（水）～2021 年 10 月 15 日（金） 

【会場】パシフィコ横浜 展示ホール(横浜市西区みなとみらい) 

【参加費】無料(来場事前登録が必要です) 

【主  催】BioJapan 組織委員会、㈱ JTB コミュニケーションデザイン 

【お申込み】https://jcd-expo.jp/ja/  

 

■【オンライン開催／リアルタイム配信】「JST 筑波大学新技術説明会」を開催します■ 

【公開期間】2021 年 10 月 21 日（木）13:25～15:55（25 分×5 件） 

【会場】オンラインセミナー（Zoom にて開催） 

【参加費】無料 

【聴講申込み】10 月 20 日(水) 正午〆切り https://shingi.jst.go.jp/index.html 

─────────────────────────────────── 

筑波大学エクステンションプログラム→http://extension.sec.tsukuba.ac.jp/ 

───────────────────────────────────  

■第 3 期インクルーシブ・リーダーズ・カレッジ～ダイバーシティ時代の共創型リーダーシ

ップを学ぶ～■〔2021 年 10 月 3 日（日）申込〆切〕 

＜オンライン開催／オンデマンド配信＞ 

【開催日】2021 年 10 月 7 日（木）～2022 年 3 月 10 日（木）（全 22 回） 

【定 員】35 名（最低開講人数 11 名） 先着順 

【対 象】企業やビジネスセクターの人材開発・マネジメント、リスクマネジメント、 

     新規事業開発・市場開拓等の担当者のほか、行政や司法などの公共セクター、 

     NPO や NGO 等のソーシャルセクター、学校関係者等の教育セクター等で組織や 

     業種を超えた協働・共創を目指しているビジネスパーソン 

【受講費用】通   期：100,000 円（税込） 

      修了生通期： 70,000 円（税込） 

【お申込み】http://extension.sec.tsukuba.ac.jp/archives/lecture-list/2071 

 

■2021 年度 CFA レベル 1 試験準備コース（秋期）／オンデマンド 16 回＆オンライン双方向

2 回の講座■〔2021 年 10 月 17 日（日）申込〆切〕 

＜オンライン開催／オンデマンド配信＞ 

【開催日】2021 年 11 月 8 日（月）～2022 年 1 月 31 日（月） 

【定 員】30 名（最低開講人数 10 名） 先着順 

【対 象】CFA 試験合格を目指すビジネスマン 

【受講費用】48,000 円（税込） 

https://www.sanrenhonbu.tsukuba.ac.jp/
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【お申込み】http://extension.sec.tsukuba.ac.jp/archives/lecture-list/2047 

 

■2021 年度 CFA レベル 2 試験準備コース（秋期）／オンデマンド 16 回＆オンライン双方向

2 回の講座■〔2021 年 10 月 17 日（日）申込〆切〕 

＜オンライン開催／オンデマンド配信＞ 

【開催日】2021 年 11 月 1 日（月）～2022 年 1 月 31 日（月） 

【定 員】30 名（最低開講人数 10 名） 先着順 

【対 象】CFA 試験合格を目指すビジネスマン 

【受講費用】48,000 円（税込） 

【お申込み】http://extension.sec.tsukuba.ac.jp/archives/lecture-list/2048 

 

■第６回 グローバル医薬品・医療機器開発マネジメント講座(2021)■〔2021 年 10 月 31 日

（日）申込〆切〕 

＜オンライン開催／リアルタイム配信＞ 

【開催日】11 月 6 日（土）・20 日（土） 10：00〜17：00 

【定 員】30 名（グループワークの実践講座もあるため応募状況により調整させていただく

場合もございます。） 

【対 象】医薬・医療機器分野の基礎知識を持ち、将来のグローバルマネージャーとしての

活躍をめざす個人、企業派遣による社会人、橋渡し研究を実践するアカデミア研究者 

※本学所属の大学院生は別途ご連絡下さい。(ep-sanren@un.tsukuba.ac.jp) 

【受講費用】一般 50,000 円（税込） 

      アカデミア・医療機関・政府機関 20,000 円（税込） 

【お申込み】2021 年 10 月 31 日（日） 

http://extension.sec.tsukuba.ac.jp/archives/lecture-list/2118 

 

■こころを測る(応用 1)～アンケートの分析方法を学ぶ～■〔2021 年 11 月 7 日（日）申込

〆切〕 

＜オンライン開催／オンデマンド配信＞ 

【開催日】2021 年 11 月 26 日（金）～2021 年 12 月 26 日（日） 

     2021 年 12 月 21 日（火）18：00～19：00 オンライン回答分析会 

【定 員】40 名（最低開講人数 10 名） 先着順 

【対 象】こころを測る(基礎)を受講している方 

【受講費用】13,000 円（税込） 

【お申込み】http://extension.sec.tsukuba.ac.jp/archives/lecture-list/2031 

※応用 2・3 は来年度開催予定です。  

─────────────────────────────────── 

その他ニュース・お知らせ（ニュース、イベント情報、公募情報） 

─────────────────────────────────── 

■技術マーケットプレイス（Flintbox）を公開中■ 

筑波大学オープンイノベーション国際戦略機構では、本学の研究成果を技術マーケットプレ

イス（Wellspring 社の Flintbox）を使い、日々世界へ発信しています。これまでのありがち

な研究シーズ集とは違い、技術のキーポイントがひと目でわかる、技術の利点、市場用途や

IP 情報等の記載がある、技術移転担当者に直接コンタクトできる、などが特徴です。 

皆様のアクセス、お問い合わせをお待ちしております！ 

http://extension.sec.tsukuba.ac.jp/archives/lecture-list/2047
http://extension.sec.tsukuba.ac.jp/archives/lecture-list/2048
mailto:ep-sanren@un.tsukuba.ac.jp
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https://tsukuba.flintbox.com/technologies/ 

 

■「商品パッケージのデザインや表示を、知覚心理学から見直す」■ 

企業の皆さまの更なる売上高の獲得に向け、これまでの「美しい」「目立つ」といったデザイ

ン要素以外に、人の感覚の動きを心理学・脳科学的手法を用いて捉える「新たな切り口」に

ついて紹介します！ 

【芸術系 情報・プロダクトデザイン領域：教授 小山 慎一】 

＜概要＞ 

・売り方が変わり、介護用品、男性用化粧品、医薬品などのパッケージや表示も変わるべき 

・病院、介護施設、マンションなど、住宅サービスのデザインにも「脳科学的手法」を応用 

 （異なる感覚を持った人同士が共存できる環境づくりを目指す） 

・コアとなる技術 

→詳細は以下よりご覧ください。 

https://www.sanrenhonbu.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/c24.pdf 

 

─────────────────────────────────── 

企業のみなさまへ：科学技術相談、産学連携プラットフォームをお役立てください 

─────────────────────────────────── 

▼筑波大学と共同研究をしたい、大学の持っている技術を事業化したい、 

大学から技術指導を受けたいなど技術相談をお受けします。 

https://www.sanrenhonbu.tsukuba.ac.jp/joint-research/for_company-kagisoudan/ 

▼全国の大学・研究機関が「解決したい」のヒントを提供する『産学連携プラットフォーム』 

18 の大学・高専と 3 つの機構が、企業様が求めているニーズにお応えします。 

http://sme-univ-coop.jp/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国立大学法人 筑波大学 国際産学連携本部 https://www.sanrenhonbu.tsukuba.ac.jp/ 

〒305-8550 茨城県つくば市春日 1-2 高細精医療イノベーション棟１階 

E-mail tlo-sanren@un.tsukuba.ac.jp  

＊このメールマガジンは、筑波大学産学連携部からのご案内を許諾いただいた皆様へお送り

しています。 

配信不要の方は、このメールアドレス（tlo-sanren@un.tsukuba.ac.jp）へご連絡ください。 
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