令和 3 年 6 月 25 日
関係各位
〒066-8655 千歳市美々758-65
公立千歳科学技術大学
CIF21 組織委員会
委員長 カートハウス オラフ
千歳国際フォーラム（CIF21）開催のお知らせ
拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平生本学に賜りますご支
援・ご高配に対し厚く御礼申し上げます。
さて、本学では研究・教育・社会貢献の一環として毎年さまざまなテーマで国際会議を主
催しておりますが、このたび来る 10 月に本学会場において千歳国際フォーラム（CIF21）を
開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
本来は昨年秋の開催を予定しておりましたが、COVID-19 感染拡大の状況に鑑み中止のや
むなきに至りました。当初の予定は、2020 年がシュタウディンガーによる高分子説提唱 100
周年に当たることを記念し、
「環境と高分子」をテーマとして、本学が提唱する「Smart Nature
City ちとせ」とも絡めて現代文明が抱える諸問題を広く議論、展望することを目指してい
ました。
今回は当初の理念を引き継いだうえで、ポツダム・フラウンホーファー研究所（応用高分
子科学）の Prof. Andre Laschewsky による高分子と環境についての基調講演、また柳原なほ
子氏による「異文化コミュニケーション」に関するチュートリアル講演を予定しております。
併せて自然・環境科学・工学等の専門家による招待講演、および学術発表（口頭およびポス
ター）のセッションを設けます。
特にポスターセッションは広く理工学全般を対象としており、本学の大学院生・卒業研究
生のみならず、例年近隣の大学・高専や共同研究先などからもご参加をいただき好評をいた
だいております。ぜひこの機会にご発表いただければと存じます。詳しくは、本状に添付し
た概要（first circular）をご覧ください。
まずは、略儀ながら書面を以てご案内申し上げます。
敬具

Invitation to CIF21
The 21st Chitose International Forum
on Science and Technology (CIF21)
will be held on October 15th, 2021, at
Chitose Institute of Science and
Technology (CIST), Hokkaido, Japan.
CIF21, originally planned to be
held in 2020, was postponed for one
year.
During
this
year,
the
unprecedented COVID-19 pandemic
has spread all over the world with new
virus mutations emerging, forcing us to
re-establish our style of teaching and
doing research, and forge an
international community in a fashion
that is resistant to crises and as well in
harmony with the natural environment.
Based on the concept of the 21st
conference, a keynote lecture on
‘environment and polymer materials,’
by Prof. Laschewsky (Potsdam
University) and a tutorial lecture on
‘communicating in the connected world’
by Ms. Yanagihara will be given.
Several invited and contributed talks on
related areas by expert scientists and
students are also scheduled.
Considering the current situation,
the forum will be operated in hybrid
format with face-to-face onsite and
real-time video sessions. The poster
session will be held onsite and is
accompanied by on-demand short video
presentations as well as a Q and A
online session.
Application to the poster session is
highly welcome and is open to wide
fields of science and technology, such
as materials, devices, ICT systems, and
their applications.
Program
CIF21 will consist of invited lectures
and
contributed
poster/oral
presentations. Poster panel size is 90cm
height and 180cm width. Details will be
announced on the web site.
CIF21 Schedule (tentative)
Oct. 15th, 2021 (Fri) at CIST
9:30- 9:40 Opening Remarks

9:40-10:40
11:00-11:40
11:40 -13:00

13:00 -14:30
14:40 - 16:00
16:15 - 17:00
17:00

Session 1
Plenary Session
(Tutorial)
Poster Session Short
Presentations
(on
demand video) and
Lunch break
Poster Session
Session 2
Plenary Session
Closing Remarks

Plenary Speakers
Prof. Andre Laschewsky
(Potsdam University)
Ms. Naoko Yanagihara
(consultant)
Invited Speakers
Prof. Makoto Chiba (National Inst.
Tech., Asahikawa)
Prof. Yoshikazu Horino (CIST)
Prof. Jun-ichiro Ide (CIST)
Prof. Hiroyuki Kono (National Inst.
Tech., Tomakomai)
Registration and Abstract
Submission

proceedings.
A
template
is
downloadable from the web site.
Proceedings will be published as a book
edited by the organizing committee,
and will be simultaneously published
on the web with the permission of
author(s). Proceedings will be printed
as camera ready form, so the authors
should follow the instructions for
submission of CRC manuscript
preparation.
Conference Site
Chitose Institute of Science and
Technology (CIST)
758-65 Bibi, Chitose, Hokkaido, 0668655, JAPAN
https://www.chitose.ac.jp/english/info/
access
Sponsored by
Chitose Institute of Science and
Technology (CIST)
Photonics World Consortium (PWC)
Supported by
City of Chitose
Organizing Committee
Honorary Chair

Pre-registration
Abstract due
Proceedings due

Aug. 25, 2021
Aug. 25, 2021
Dec. 1, 2021

Registration fee will be waved for all
presenters and participants only this
year. Invited and contributed presenters
can receive a copy of Proceedings.

Yoshikazu Miyanaga, CIST(President)
General Chair

Olaf Karthaus,

CIST

Technical Program Chair

Kento Okoshi

CIST

Publication Chair

Yutaka Kawabe

CIST

Publicity Chair

Hisaya Oda,

CIST

Members

Abstracts
A PDF format (maximum A4 2-page)
abstract is required for both oral and
poster presentations. Abstracts should
be sent through the web site
(http://cif.chitose.ac.jp) by Aug. 25,
2021. They should include title,
name(s) of author(s), and affiliation(s).
A margin of 3 cm should be left around
A4 size white bond papers. Please use
Times New Roman 12-point font.
Authors of accepted papers are
requested to submit a full paper for the

Masayuki Ishimura
Naoki Karasawa
Norihito Kawana
Daiji Kobayashi,
Yoshiko Kyoya
Yuichiro Onuma,
Yoshihiro Ookouchi
Shingo Yoshida
Contact
cif@photon.chitose.ac.jp
URL
http://cif.chitose.ac.jp/

PWC
CIST
CIST
CIST
PWC
CIST
CIST
CIST

CIF21 のご案内
第 21 回 Chitose International Forum
on Science and Technology (CIF21) は
来る 10 月 15 日に公立千歳科学技術
大学 (CIST) を会場として開催さ
れる運びとなりました。
本会議は当初 2020 年秋の開催を
予定しておりましたが、COVID-19
感染症の世界的な拡大に伴い余儀
なく 1 年の延期を決定いたしまし
た。しかしながら状況はいまだ予断
を許さず、われわれは調和ある社会
の実現や、新たなる国際交流の在り
方に向けて大きな課題に直面して
います。
このような現状に鑑み、今回の会
議では「環境と物質科学」および「異
文化間コミュニケーション」をテー
マとする基調講演、チュートリアル
講演を柱に、関連分野の専門家によ
る招待講演と、一般参加による口頭
並びにポスター発表を、遠隔および
現地参加を組み合わせたハイブリ
ッド方式により実施する予定です。
ポスターセッションは対面ポス
ターとオンデマンドビデオととも
に、遠隔からの質疑受付を別途準備
する予定です。
ポスターセッションは上記のテ
ーマにかかわらず、材料・デバイス・
ICT 応用、社会実装なども含め理工
学全般を対象としています。ぜひ多
数の皆様による発表、参加をお待ち
しています。
プログラム
発表形式は招待講演（一部一般講演）
とポスター発表になります。ポスタ
ー発表の詳細については後日告知
いたします。なお、今後の感染状況
によっては開催方式を変更する場
合があることをご了承ください。
CIF21 日程（暫定）
10 月 15 日（金）公立千歳科技大

9:30- 9:40

開会

9:40-10:40 セッション 1
11:00-11:40 基調講演（チュートリ
アル）
11:40-13:00 昼食、ポスターショー
ト発表（ODV）
13:00-14:30 ポスターセッション
14:40-16:00 セッション 2
16:15-17:00 基調講演
17:00
閉会
基調・招待講演者
Andre Laschewsky 教授（独、フラウ
ンホーファー研）
柳原なほ子氏（コンサルタント）
井手淳一郎准教授（公立千歳科技大）
甲野裕之教授（苫小牧高専）
千葉誠准教授（旭川高専）
堀野良和教授（公立千歳科技大）
発表申込みと登録
発表申込み
Aug. 25, 2021
要旨締切
Aug. 25, 2021
プロシーディング締切 Dec. 1, 2021

として発行する予定です。また、著
者の了解が得られたものについて
は千歳科学技術大学 web 上で公開
いたします。
Conference Site
公立千歳科学技術大学
066-8655 千歳市美々758-65
主催
公立千歳科学技術大学 (CIST)
ホトニクスワールドコンソーシア
ム (PWC)
後援
千歳市
組織委員会
Honorary Chair

宮永 喜一,

CIST(President)

General Chair

カートハウス オラフ,

CIST

Technical Program Chair

大越 研人

CIST

Publication Chair

川辺 豊

CIST

Publicity Chair

参加登録料

小田 久哉

講演者、参加者とも、今回に限り参加登録
料を無料とします。講演者には会議のプ
ロシーディングスが送付されます。

Members

要旨
招待・ポスター発表の要旨（A4 最
大 2 ページ）は、8 月 25 日までにウ
ェブサイトを通してお送りくださ
い。原稿は PDF、Camera-Ready Copy
形式にてご用意下さいますようお
願いいたします。要旨には論文題
目・著者・所属を含め、周囲 3cm の
余白を残し、12 ポイントの Times
New Roman フォントをご使用くだ
さい。ひな形をウェブページよりダ
ウンロードできます。また、後日プ
ロシーディングス用の論文をお送
りください。日限は別途ご宴楽いた
します。プロシーディングスは書籍

石村 優幸
大河内 佳浩
大沼 友一郎,
唐澤 直樹
川名 典人
京屋 能子
小林 大二
吉田 慎吾
e メール宛先
cif@photon.chitose.ac.jp
URL
http://cif.chitose.ac.jp/

CIST
PWC
CIST
CIST
CIST
CIST
PWC
CIST
CIST

