会
第 64 回

告

ポーラログラフィーおよび電気分析化学討論会
主催 日本ポーラログラフ学会
協賛 日本化学会，電気化学会，日本分析化学会
後援

壱岐市市役所 企画振興部観光商工課・地域振興推進課

会期

2018 年 11 月 22 日（木）～23 日（金）

討論会会場

壱岐の島ホール 1F 中ホール（1 会場）
（〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 445 番地
壱岐の島ホール管理事務室
http://www.iki-bunkahall.com

電話：(0920)47-4111）

地図はこちら
http://www.iki-bunkahall.com/p6.html
交通

壱岐郷ノ浦港から徒歩 10 分
海・空から壱岐へのアクセスは下記のホームページを参照ください。
http://www.iki-bunkahall.com/p6.html
博多港−壱岐のアクセスは、下記の博多港 HP を参照ください。
フェリー乗船は先着順、ジェットフォイル（高速船）は要予約
http://port-of-hakata.city.fukuoka.lg.jp/guide/ferry/index.html

懇親会

2018 年 11 月 22 日（木） 18:00 から
会場 壱岐ステラコート太安閣
（〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 760-1）
http://www.taiankaku.com
討論会会場から懇親会会場までのシャトルバスを出します。

討論主題 「異分野融合が切り拓く電気分析化学の未来」
壱岐島は、異文化交流の場であった小さいながらも存在感のある島です。電気分析化
学を牽引して頂いた先人のおもい，これから開拓されつつある異分野融合の新領域の
おもいを，壱岐島で語って頂きたいと思います。多くの発表，活発な討論の時間を設
けるために，一般・学生発表のみの構成とします。また，ポスター発表のフラッシュ
プレゼン（1 分間/件）を新たに企画しました。
総会

11/22（木）13:00〜13:30

会員は全員，ご参加お願いします。

志方国際メダル・志方メダル授賞式

11/22（木）13:30〜14:00

受賞講演
志方国際メダル受賞講演
11/22（木）14:00〜14:45
尾関 徹 氏（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）
「電気分析化学へのケモメトリックスの利用」
志方メダル受賞講演
井上（安田）久美

11/22（木）14:45〜15:15
氏（東北大学大学院環境科学研究科）

「簡便に高感度定量分析を達成する電気化学センサの研究」
志方メダル受賞講演

11/23（金）9:30〜10:00

山崎 眞一 氏（産業技術総合研究所エネルギー・環境領域電池技術研究部門）
「燃料電池応用を指向した錯体系電極触媒の開発と解析」
一般発表形式（口頭またはポスター発表）
1) 口頭発表（一般講演 1 件 20 分[講演 15 分，質疑応答 5 分]，1G1−1G5, 2G1−2G4, 9 件）
（学生講演 1 件 15 分[講演 12 分，質疑応答 3 分]，2S1−2S10, 10 件）
液晶プロジェクターを使用します 。発表にあた りパソコンをご持参ください。
D-sub15pin 対応のみとなります。Mac などで変換コネクタが必要な方はお持ち下さい。
2) ポスター発表（フラッシュプレゼン 1 分，その後,ポスター発表 60 分，51 件）
（1 日目 1P01〜1P25， 2 日目 2P01〜2P26）
1 件当たり 縦 180 cm，横 120 cm（A0 サイズ）のスペースを確保します。昼食終了時
までに掲示してください。所定の時刻までに必ず撤去してください（1 日目

ポスター

発表終了後、2 日目 本会終了時まで）。
ポスター発表直前に、1 件あたり 1 分間（時間厳守）のフラッシュ発表をお願いします。
11 月 16 日（金）までに，発表用の PDF（表紙を入れて 1〜3 枚程度）を討論会世話人
宛（masato@cc.saga-u.ac.jp）に添付してお送り下さい。パワーポイントは受け付け
ません。必ず PDF に変換してお送りください。
学生表彰

口頭とポスター発表をした学生の中からそれぞれ「優秀発表賞」を授与します。

参加登録費（当日、受付にてお支払いください）
予約登録：一般会員
当日登録：一般会員

8,000 円，学生 4,000 円，一般非会員 9,000 円
9,000 円，学生 5,000 円，一般非会員 10,000 円

懇親会費（当日、受付にてお支払いください）
予約登録：一般会員および一般非会員 7,000 円，学生

3,000 円

当日登録：一般会員および一般非会員 8,000 円，学生

4,000 円

締切
講演申込締切：
講演要旨締切：

締め切りました
8 月 24 日（金）必着
9 月 28 日（金）必着

参加予約申込締切： 9 月 28 日（金）必着
講演要旨作成方法（詳細は学会ホームページ

http://www.polaro.jp にも記載）

講演申込された方は，下記書式に従って講演要旨を作成の上，PDF ファイルとして，
E-mail に添付して討論会世話人宛（masato@cc.saga-u.ac.jp）にお送り下さい。その際，
添付ファイル名は，64-2018-●●●-△△.pdf として下さい。●●●には講演番号，△
△には講演者の姓（半角ローマ字）が入ります。64-2018 は，2018 年の 64 回討論会を
意味します。なお，講演番号は，要旨にも記載する必要があります。学会ホームペー
ジでご確認下さい。不明の場合は，討論会世話人あるいは学会本部にお尋ね下さい。
ファイル送信や PDF 化が困難な方は，討論会世話人あるいは学会本部にご相談下さい。
講演要旨書式（フォーマットの見本は，学会ホームページからダウンロードできます）
用紙設定
余白

A4 用紙
天地左右に 2.5 cm の余白（厳守，pdf を縮尺なしで印刷して確認）

講演番号

最上行･左寄せ，フォント: Times 系，20 pt，Bold

講演題目

講演番号の末尾文字から 1.5 cm 以上の間隔，フォント:ゴシック/Arial
系，22 pt 程度，Bold（2 行以上の場合，講演番号の下部は空白）
講演題目の下に，所属は略称で（ ）内に入れ，その後に著者名を記入

所属･氏名

（著者名にふりがなをつける）。著者が複数の場合，講演者氏名の前に○
本文

印，フォント:明朝/Times 系，12 pt 程度，plain
図表を含め１枚以内, フォント: 明朝/Times 系，12 pt 程度，Plain

＊講演要旨は，11 月上旬に学会のホームページ（http://www.polaro.jp）に pdf としてア
ップされます。討論会終了後まではパスワードをかけており、討論会参加者のみがダ
ウンロードしてご覧頂けます。討論会終了後はパスワードが外れ、オープンアクセス
となります。
参加予約申込方法
(1) 氏名，(2) 所属と連絡先（住所，電話/Fax 番号，E-mail アドレス），(3) 日本ポー
ラロ学会 会員・非会員の別，(4) 一般・学生の別，(5) 懇親会参加の有無を明記し，
E-mail にて，討論会世話人宛（masato@cc.saga-u.ac.jp）にお送りください。
（2）お弁当の予約受付
会場からはコンビニや食事できるところが遠いために，お弁当を注文することにしま
した。幕の内弁当（500 円）を予約されたい方は，11 月 9 日までに世話人までご連絡
ください。参加予約と同時でも結構です。直前の予約対応はできかねますので，ご注
意ください。
入会申込方法
学会ホームページあるいは巻末にある申込用紙に必要事項を記載の上，学会本部宛に
お送りください。年会費: 一般 4,000 円

討論会世話人
冨永 昌人（とみなが まさと）
〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町 1 番地
佐賀大学教育研究院自然科学域工学系
Tel&fax: 0952-28-8561
E-mail:

masato@cc.saga-u.ac.jp

学会事務局
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻内
電話：075-753-6393 , FAX：075-753-6456
E-mail：kitazumi.yuki.7u@kyoto-u.ac.j

討論会会場
壱岐の島ホール
懇親会会場
壱岐ステラコート太安閣

郷の浦港
（フェリー、ジェッ
トフォイル発着場）

