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異分野の研究者との交流から
研究の新たな発展を

異分野融合と世代間交流を目的とした研究・アイデア発表会

開催日時 2021 年12 月20 日（月）PM
会場 オンライン交流スペース「Spatial Chat」
ポスター発表募集対象
以下4 機構の研究者及び総研大生
・人間文化研究機構（NIHU）
・自然科学研究機構（NINS）
・高エネルギー加速器研究機構（KEK）
・情報・システム研究機構（ROIS）

※聴講のみの参加は上記対象者以外からも歓迎します。
発表についての活発な議論、コメントをお願いします。

ポスター発表・参加申し込み
Webサイトの「参加登録」あるいはQRコードから
〆切/2021 年12 月1日（水）23:59
主催

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
若手+ベテラン異分野クロストーク企画委員会
Webサイト https://roisxtalk2021.rois.jp/
当日・緊急連絡先 rois_xt[at]rois.ac.jp

大学共同利用機関法人4 機構連携企画

令和3年度 「ROIS若手＋ベテラン異分野クロストーク」
ポスター発表ならびに参加募集のお知らせ
情報・システム研究機構では、これまで10 年以上にわたり、継続的に
「ROIS/I-URIC (大学共同利用機関法人4 機構連携企画)若手研究者クロス
トーク」を開催してきました。異分野融合と世代間交流の機会創出を目的とし
て、研究者及び総研大生を対象に機構の枠を越えて広く参加者を募るもので、
一昨年度までは合宿形式により深く議論を行う場を提供してきました。
令和2年度は社会情勢を踏まえ、オンライン交流スペース（Spatial Chatと
Slack）を用いたポスターセッションを中心に開催、今年度も引き続きオンラ
インでの開催となります。昨年同様、3部構成のポスター発表を予定しており、
最もいろいろな議論を呼んだポスターを「ベストポスター賞」として表彰しま
す。また、オンライン懇親会として参加者が自由に会話できる時間を設けます。
本企画を通した異分野の研究者との交流によって、参加者の皆さまが自身の
研究の発展的な将来像を描き、機構を超えた研究者ネットワークを構築される
ことを期待します。
若手、ベテランに関係なく多数の皆様のご応募・ご参加をお待ちしています。

開催概要
開催日時 2021 年12 月20 日（月）13:00～（予定）
Web サイト https://roisxtalk2021.rois.jp/
会場 オンライン交流スペース「Spatial Chat」「Slack」
※参加方法等は開催前日までにご案内します
プログラム
・ポスターセッション（第1部~第3部）※ベストポスター賞を設けます
・オンライン懇親会/自由討論

ポスター発表募集要項
募集対象 以下の4機構の研究者及び総研大生
・人間文化研究機構（NIHU）
・自然科学研究機構（NINS）
・高エネルギー加速器研究機構（KEK）
・情報・システム研究機構（ROIS）
募集数 最大60 名 ※ポスター・当日発表は日英どちらでも構いません。
申し込み先 Webサイトにある「参加登録」あるいはQRコードからお申し
込みください。
〆切/ 2021年12 月１日（水） 23:59

聴講参加
上記対象者以外からも歓迎します。申し込み先からご登録ください
その他、詳細については参加登録された方に別途ご連絡します

Call for Poster Presentation and Participation
ROIS Inter-Disciplinary Crosstalk
by Young and Experienced Researchers 2021
The Research Organization of Information and Systems (ROIS) has been annually
holding the “ROIS/I-URIC Young Researcher Crosstalk” as a collaborative program
among the four research institutes in the Inter-University Research Institute
Corporations (I-URIC) over a decade. This program had been offering
opportunities for communications among different research fields and generations
to I-URIC researchers and SOKENDAI students through training-camp-style
workshops.
In 2020, we needed to change our meeting style to an online format due to the
Covid-19 situation and this year will be the same. We will hold three virtual poster
sessions and time/space of online social gathering for participants to talk freely
with each other. The "Best Poster(s) Award” will be given for the posters that
provoke more inter-disciplinary discussion. We hope participants will be able to
develop a vision for the future of their own research and build a network of
researchers beyond the organization through this event.

Join us, no matter how young or how experienced you are!
Event Outline:
Date and time: Mon, December 20, 2021 (PM)
Website: https://roisxtalk2021.rois.jp/
Venue: Spatial Chat & Slack, an online exchange space
Program:
Poster Session (Part 1 - 3) *Best Poster Award will be given.
Online social gathering / Free discussion

For Poster presenter:
Intended for researchers of the following organizations and SOKENDAI students
National Institutes for the Humanities (NIHU)
National Institutes of Natural Sciences (NINS)
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
Research Organization of Information and Systems (ROIS)
# of posters: 60 (max)

For Participants:
Participation without poster presentation is also welcome
from organizations other than those listed above.

Registration(Poster application & participation):
Please register through the “Registration” link on the website or QR code above.
Deadline: Wed, December 1, 2021, 23:59
Information on how to join the meeting will be provided before the event.
If you have any question, mail to rois_xt[at]rois.ac.jp

