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日本分析化学会中国四国支部 

第２３回中国四国支部分析化学若手セミナーのご案内 

 

拝啓 

向春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

日本分析化学会中国四国支部では平成２９年７月１日（土）～２日（日）に『第２３回中国四国支部

分析化学若手セミナー』を別紙プログラムの通り秋吉台国際芸術村において開催いたします。今回は，

新しい分離・計測技術に焦点を当て，この分野において精力的かつ独創的な研究を進めている２名の先

生にご講演をいただきます。奮ってご参加頂きますようお願いいたします。参加を希望される方は、別

紙（あるいはこの文書の最終ページ）「参加申込用紙」に必要事項を記入いただき、下記宛先に郵送、

FAX、電子メールのいずれかの方法により送付ください。お忙しいところ恐縮ではございますが、平成

２９年６月９日（金）までにご送付いただきますようにお願い申し上げます。 

ポスターセッションによる研究発表・研究紹介・事業紹介を募集します。優れた発表に対して『若手

ポスター賞』を授与する予定です。若手の積極的なお申し込みをお願いいたします。なお、ポスターセ

ッションに参加される方は、研究室・研究グループを代表して５分程度の研究室紹介プレゼンテーショ

ンを口頭で行って頂きます。ポスターセッションに申し込みをされる方は、別紙（この文書の最終ペー

ジ）「ポスターセッション申込用紙」に必要事項を記入いただき、下記宛先に電子メール、または FAX

にて送付ください。お忙しいところ恐縮ではございますが、平成２９年６月２日（金）までにご送付い

ただきますようにお願い申し上げます。尚、予稿集原稿（A4 で１枚）の締め切りは６月９日（金）で

す。お申し込みいただいた代表者の方へは、後日、原稿作成、ポスター掲示スペース等の詳細をあらた

めてご連絡いたします。 

何か不明な点がありましたらご遠慮なく下記までお問い合わせください。 

それでは、今後の皆様のますますのご発展をお祈りいたします。 

敬具 

 

 

宛先（問い合わせ先）： 安達 健太（第２３回中国四国支部分析化学若手セミナー世話人） 

 山口大学大学院 創成科学研究科 地球圏生命物質科学系専攻【化学】 

 TEL 083-933-5731 FAX 083-933-5731 e-mail analtech@yamaguchi-u.ac.jp 

  

 

 

以下、WEB サイトもご覧ください。 

http://www.analtech.sci.yamaguchi-u.ac.jp/ 

 



当日までのスケジュール 

６月２日（金） ：ポスターセッション申込〆切 

６月９日（金） ：ポスターセッション要旨〆切（ポスター発表：A4 で１枚 モノクロ印刷） 

６月９日（金） ：分析化学若手セミナー参加申込〆切 

７月１日（土） ：第２３回中国四国支部分析化学若手セミナー開催 

 

 



日本分析化学会中国四国支部 
第２３回中国四国支部分析化学若手セミナー 

   
日時：平成２９年７月１日（土）１３：００～（受付 １２：００～） 
   平成２９年７月２日（土）～１２：００頃解散 

  場所：秋吉台国際芸術村（山口県美祢市秋芳町） 
  参加費（仮）：￥8,000(一般)・￥5,000(学生)【7/1 の夕食と宿泊・7/2 の朝食を含む】 
  定員：50名程度（定員を超える場合は申込を締め切らせて頂く場合があります） 
 
【目的】 
分析化学に関心をもつ学生・若手研究者・企業技術者の交流・親睦を図るとともに、若手研究者・技
術者の育成と研究の発展を支援する。 
 

【プログラム（仮）】 
平成２９年７月１日（土） 
（12:00-13:00 受付[研修室２]） 
13:00-14:00  開会の挨拶 
13:10-13:50  特別講演① 

「木質バイオマスのガス化時における不均一反応，減容，および熱移動のモデリ
ングに関する研究(仮)」 

           田之上健一郎 先生 （山口大学大学院創成科学研究科） 
13:50-14:30  特別講演② 

「微小場のデザインによる微粒子制御に基づくマイクロ分析(仮)」 
             飯國良規 先生 （名古屋工業大学大学院工学研究科） 
14:30-14:40  休憩 
14:40-15:10  研究室紹介ショートプレゼンテーション（各 5分） 
15:10-15:20  記念写真撮影 
 （移動） 
15:40-17:40  野外アクティビティー（秋吉台・秋芳洞探索を予定） 

 （移動） 
18:00     宿泊施設チェックイン・夕食・交流会 
 
平成２９年７月２日（日） 
（08:00-09:00  朝食） 
09:00-09:30  宿泊施設チェックアウト・ギャラリーへ移動：ポスター掲示 
09:30-11:00  ポスターセッション（奇数番号[09:30-10:15]・偶数番号[10:15-11:00]） 
11:00-11:30  ポスター片付け（この間に若手ポスター賞集計等の作業を行います） 
11:30-12:00  若手ポスター賞表彰 
 閉会の挨拶・解散 
 

問合せ連絡先： 世話人・安達 健太（山口大学大学院創成科学研究科） 
 e-mail: analtech@yamaguchi-u.ac.jp TEL 083-933-5731 / FAX 083-933-5731 



●研究室紹介ショートプレゼンテーションについて 
・研究室・研究グループの代表者が 5分以内で発表して下さい。 
（特にスライド枚数に制限はありません） 
・発表資料はＰＰＴ又はＰＤＦ形式で作成をお願いします（スライドサイズは４：３です）。 
・当日、こちらが用意するＰＣにコピーして頂きます。 
受付にて、USBメモリー等にてご提出下さい。 
ファイル名は「所属_研究室名」にして下さい。 例：山口大学_機能物質化学研究室 
 
 
●ポスターセッションについて 
・ポスターボードの幅は幅 90cm・高さ 180cmです。（Ａ０サイズ） 
指定された番号の場所に展示して下さい 
（画鋲はこちらで準備いたします） 
・ポスター展示は 2日目 9:00～9:30 の間に行なってください。 
 
 
●宿泊施設について 
・宿泊施設は、秋吉台国際芸術村内の宿泊棟です 
・宿泊施設について http://aiav.jp/use#7 
備付け備品については，上記ＵＲＬのページ下の「宿泊施設利用のご案内」をご覧ください。 
【※注意※】ホテルではありません。必要物品は各自でご持参ください。 
 



●会場へのアクセスについて 

 

 

【車でお越しの方】 

 中国自動車道美祢東料金所経由 小郡萩道路秋吉台 I.C.から車で約 5 分 

 中国自動車道美祢 I.C.から車で約 15 分 

 JR 新山口駅から車で約 40 分 

 山口宇部空港から車で約 1 時間 

     マップコード（243 189 451*47）※カーナビでのご来場の際にご利用ください。 
 

【電車・バスでお越しの方】 

 JR 新山口駅から東萩駅行きバスで大田中央バス停下車、タクシーで約 5 分 

 JR 新山口駅から秋芳洞行きバスで秋芳洞バス停下車、タクシーで約 5 分 

 JR 下関駅から秋芳洞行きバスで秋芳洞バス停下車、タクシーで約 5 分 



日本分析化学会中国四国支部 第２３回中国四国支部分析化学若手セミナー 

参加申込用紙 

参加者 氏名(ふりがな) 
 

 

所属（企業・団体名） 
 

 

所属部署名（職名等） 
 

 

所属先住所 
〒 

 

電話番号  

FAX 番号  

e-mail  

宿泊に関して 宿泊する   宿泊しない【１日(土)・２日(日)のみ参加】 

（どちらかに○）

 以下、複数名参加の場合 

参加者 氏名(ふりがな) 
 

 

所属（企業・団体名）  

所属部署名（職名等）  

所属先住所 
〒 

 

電話番号  

FAX 番号  

e-mail  

宿泊に関して 宿泊する   宿泊しない【１日(土)・２日(日)のみ参加】 

（どちらかに○）

参加者 氏名(ふりがな) 
 

 

所属（企業・団体名）  

所属部署名（職名等）  

所属先住所 
〒 

 

電話番号  

FAX 番号  

e-mail  

宿泊に関して 宿泊する   宿泊しない【１日(土)・２日(日)のみ参加】 

（どちらかに○）

 

申込書送付先： 安達 健太 analtech@yamaguchi-u.ac.jp TEL 083-933-5731 / FAX 083-933-5731 

   

セミナー参加申込〆切日：平成２９年６月９日（金） 

K_Adachi
テキストボックス

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト

K_Adachi
タイプライターテキスト



日本分析化学会中国四国支部 第２３回中国四国支部分析化学若手セミナー 

「ポスターセッション」申込用紙 

発表代表者 氏名(ふりがな) 
 

 

所属 
 

 

所属先住所 
〒 

 

電話番号  

FAX 番号  

e-mail  

発表題目 

（日本語あるいは英語） 

 

発表者・［所属］ 

（登壇者に○） 

例： ○ 山口 太郎・［山口大院創成科学］ 

 

 

 

発表概要 

（２００字以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込書送付先： 安達 健太 analtech@yamaguchi-u.ac.jp TEL 083-933-5731 / FAX 083-933-5731 

 

ポスターセッション申込〆切日：平成２９年６月２日（金） 
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