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LINKtopos 2018 in Shizuoka 募集要項 

（平成 30 年度 全国公立大学学生大会） 

 

 

<ごあいさつ> 

 2011 年に東北地方沿岸部を中心に発生した東日本大震災を契機に、2013 年に公立大学学生ネッ

トワーク(通称 LINKtopos )は発足し、今年で 6 年目を迎えます。 

 本ネットワークはこれまで「学生・教職員の協働」を掲げ、年に 1 度開催される全国大会ではポ

スターセッションやワークショップ等の手法を用いつつ、全国から集った同志らとともに地域課題

解決のためのアクションプランを練り上げてきました。 

 こうしたなか、当初から徐々に本ネットワークの意義も高まり、昨年度は 141 名が集い、公立大

学に関わる者として自分たちにできることを話し合い考えることができました。 

 今年度は全国各地にいる 15 名の運営スタッフと共に、公立大学の在り方そのものについて、初心

に返り考えられるような工夫を施しながら、先輩方の意思を引き継ぎ、「大学組織以外の視点」を

付加することをチャレンジしていきます。 

 さらには、毎年異なる開催地で大会を行うという LINKtopos ならではの地域特性も十分に生か

したプログラム進行を念頭に置き、2018 年 10 月 静岡の地で、LINKtopos 2018 in Shizuoka を開

催する運びとなりました。 

 

 

 

 

2018 年 7 月吉日 

 

公立大学学生ネットワーク(LINKtopos) 2018 年度 学生代表 

秋田県立大学 システム科学技術学部 電子情報システム学科 4 年 

本田 和也 

 

 

別紙 1 

hiroko
テキストボックス
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１.日程  
2018 年 10 月 6 日(土)～10 月 8 日(月・祝) 

 

 

２.開催場所  
静岡県立焼津青少年の家 / 静岡県立大学 草薙キャンパス 

 

 

３.大会テーマ  
Limit Break〜叡智が集まるこの場所で〜 

 

 

４.スケジュール(案) 

◆1 日目【 10 月 6 日(土) ＠静岡県立焼津青少年の家 】 

時間 プログラム 場所 

14:00 参加者集合 JR焼津駅 

14:30 静岡県立焼津青少年の家へ移動 チャーター大型バス 

15:00 オリエンテーション 

静岡県立焼津青少年の家 

15:45 
分科会 

各大学・団体による活動紹介プレゼン 

19:00 夕食 

20:00 交流タイム 

22:00 消灯 

 

◆2 日目【 10 月 7 日(日) ＠静岡県立焼津青少年の家 】 

時間 プログラム 場所 

7:30 朝食 

静岡県立焼津青少年の家 

8:30 スタートアップ 

9:00 地域課題等の紹介 

12:00 昼食 

13:00 地域課題解決プラン立案 

19:00 夕食 

20:00 プラン発表 

22:00 消灯 
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◆3 日目【 10 月 8 日(月・祝) ＠静岡県立大学 草薙キャンパス 】 

時間 プログラム 場所 

7:30 朝食 静岡県立焼津青少年の家 

9:00 静岡県立焼津青少年の家 出発 
チャーター大型バス 

10:00 静岡県立大学到着 

10:15 地区ブロックでの目標設定 

静岡県立大学 

草薙キャンパス 

11:15 学生・学長交流タイム 

・ポスター発表 

・昼食 

13:00 移動・休憩 

13:30 学生・学長合同セッション 

・LINKtopos 大会報告 

・学長とのパネルディスカッション 

14:50 移動・休憩 

15:05 クロージング 

16:00 解散 
 

※ 各プログラムの詳細については、「LINKtopos 公式 Facebook ページ」にて、 発信し

ていく予定です。ページのフォローと併せてご覧ください。 

 

LINKtopos 公式 Facebook ページ  

https://www.facebook.com/linktopos/ 

 

 

５.活動紹介資料の準備のお願い 
 
概要 

 「参加者の活動紹介プレゼン」で使用する、参加者の日頃の活動が紹介できるような

資料 （PowerPoint）をご準備ください。 
 

注意点 

 ① PowerPoint の電子データを提出してください。 

  期限：2018 年 9 月 10 日（月）17:00  提出先：linktopos2018@gmail.com 

 ② 当日はパソコンとプロジェクターを準備しております。データもこちらで提出し

ていただいたものを用意しますが、万が一に備え参加者自身でも直接 USB 等をお

持ちください。締切後に変更したい場合は提出先のアドレスにご相談ください。 

 ③ プレゼンの時間は質疑応答を含め、5 分程度の予定です。 
 ④ １大学から複数団体が参加する場合は、団体ごとに作成してください。  

sae73
引き出し線
県大生の資料提出については、申し込み受付後、県大の実行委員学生から説明をいたします。説明後、対応ください。活動紹介は、ゼミ活動･サークル活動・個人活動など、地域活動であれば、規模や企画の大小を問いません。ご不明な点は、県大実行委員学生にお問合せください。

sae73
引き出し線
個人での参加も可能です。

sae73
ハイライト表示
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６.ポスターセッションの準備のお願い 
 
概要 

 自大学で行っている地域活動や地域に関する研究について模造紙にまとめたものを、 

３日目の学生・学長交流タイムの際に報告し、参加者同士、また学長らと内容理解や意

見交換等を行います。以下のフォーマットを参考にしていただけると幸いです。 
 

フォーマット 

 ① 大学名・団体名 

 ② 活動カテゴリ(災害，農業，医療，経済 etc...) 
 ③ 活動内容 
 ④ 活動メンバー数(規模) 
 ⑤ 活動目的 

 ⑥ 活動内容、その準備過程、今後やってみたいこと、 

 ⑦ 発信したいこと 

 ⑧ 今後の課題・この大会で相談したいこと 
 
注意点 

 ① 活動内容を模造紙 1 枚（1090mm×790mm、縦横自由）にまとめてください。 

 ② 事前にポスターの電子データの提出をお願いします。手書きのポスターの場合は 

   写真での提出をお願いします。 

  期限：2018 年 9 月 10 日（月）17:00  提出先：linktopos2018@gmail.com 

 ③ ポスターは各大学で必ず持参してください。 

 ④ １大学から複数団体が参加する場合は、団体ごとに作成してください。 

 

 

７.宿泊先・自己負担予定額 
 
宿泊先: 静岡県立焼津青少年の家（〒425-0041 静岡県焼津市石津 2259-408） http://yaisei.jp/ 

区分 内訳 合計 

宿泊費 

6日宿泊 (460円) 

7日宿泊 (460円) 

シーツクリーニング (206円) 

1126 円 

食費 

6日夕食 (770円) 

7日朝・昼・夕食 (1850円) 

8日朝食 (510円) 

3130 円 

計 4256 円 
 
※ 注 
 ３日目（8 日（月・祝））の昼食について、学長会議のプログラムの一環ということで学生につ

いては無料でお弁当が配布されますが、教職員の方については購入いただくことになります。参加

申込書に弁当の要不要の欄を設けておりますのでそちらに回答をお願いします。注文される場合

は、上記の参加費用とともに事前にお振込みをお願いいたします。お弁当の代金は 1000 円で、計

5256 円となる予定です。 

hiroko
引き出し線
県大生は、全額大学が負担いたします。

hiroko
線

sae73
引き出し線
申し込みいただいた学生には、県大実行委員の学生が後日説明をいたします。説明後、作成いただければ大丈夫です。団体、個人を問いません。ご不明な点は、実行委員学生にお問合せください。

sae73
引き出し線
個人での参加も可能です。

sae73
ハイライト表示

sae73
タイプライターテキスト
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８.参加にあたっての留意事項 
 
① 参加者の旅費及び宿泊費等の経費は各大学あるいは参加者の負担となります。 

また、今年度は参加費を事前振込とします。以下の（１）または（２）の方法でお

振込みください。なお、お振込みいただく正確な代金については、申込み後、各参

加者宛てに改めてお知らせいたします。 

 ※ 振込手数料が発生する場合、恐れ入りますが各自でご負担ください。 

 

 （１）ゆうちょ銀行の「払込取扱票」（本紙最後部参照）をご準備の上、以下の振替

口座にお振込みください。 

ゆうちょ銀行 口座記号・口座番号：００１００－９－５８８１０５ 

       加入者名：全国公立大学学生大会 LINKtopos 

 

 （２）他の金融機関からお振込みの場合は、以下の情報をご利用ください。 

店名：〇一九（ゼロイチキユウ）店 

預金種目：当座 

口座番号：０５８８１０５ 

 
 

② 事件・事故等の対応について 

  ○ 学生教育研究災害傷害保険について  

  http://www.jees.or.jp/gakkensai/ 

  ○ 学研災付帯賠償責任保険について 

  http://www.jees.or.jp/gakkensai/opt-baisho.htm  

 

 学生教育研究災害傷害保険に必ず加入してください。学研災付帯賠償責任保険への加 

入は任意とします。万が一の場合に備え、保険証をご持参ください。 

 

 

９.参加申込期限及び申込み先・問い合わせ先 
 
申込期限:2018年 30 年 8 月 15 日（水）  

○ 申込み先： chosa@kodaikyo.org  公立大学協会事務局（担当:糸山、鳥山） 

○ プログラムに関するお問い合わせ：311.n.con@gmail.com 

公立大学学生ネットワーク（代表：秋田県立大学 4 年 本田 和也)  

 

 

 

 

 

 

hiroko
引き出し線
県大生の申込者については、大学がまとめて振り込みます。学生の対応は必要ありません。

hiroko
線

hiroko
線

sae73
ハイライト表示

sae73
引き出し線
大学加入の保険で対応します。改めて保険に入る必要はありません。

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
テキストボックス
　　申込期限　：　　2018年8月14日(火）　　　○申込先　：　shizuoka-coc@u-shizuoka-ken.ac.jp  （担当　小山）　　　○プログラムや内容に関するお問合せ　：　asako.ogas@gmail.com                 　　　　　　　　　　　　　　（LINKtopos県大実行委員　小笠原）

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト

sae73
タイプライターテキスト


	名称未設定



