参加者の方へ
全般的なお願い
1. 年会会場内では必ず氏名、所属を記入した参加登録票を着装下さい。参加登録票のない方は講演
会場への入室をお断りする場合があります。着衣に胸ポケット等が無く、着装が難しい方は名札
ケースを総合受付にて貸し出ししております。
2. 参加登録票の再発行は原則致しかねますので、破損・紛失には十分にご注意下さい。
3. 事前登録をお済ませの方は総合受付にて展示会ガイド等を受け取り、ご入場下さい（その他手続
きは不要）。
4. 講演会場内では、写真、ビデオ撮影、録音および携帯電話の使用は禁止です。
5. 年会会場内には、参加者用の駐車場はありません。来場の際は公共の交通機関をご利用ください。
6. 年会会場内では、参加者の呼出はしておりません。総合受付付近の掲示版をご利用下さい。

年会会場に関するご案内
1. 年会本部
20 号館 2 階 2A/2B 教室。会期中臨時電話

06-6224-5560

2. 総合受付
受付時間 8 時 30 分～17 時。※会期中に総合受付の場所が移動しますのでご注意下さい。
3 月 26 日(金)・27 日(土)：11 月ホール 1 階
3 月 28 日(日)・29 日(月)：38 号館 1 階
3. クローク
20 号館 1 階 20-001 教室。利用可能時間 3 月 26 日(金) 8 時 30 分～19 時、3 月 27 日(土) 8 時 30
分～18 時、3 月 28 日(日) 8 時 30 分～19 時、3 月 29 日(月) 8 時 30 分～17 時。
利用料 1 回 200 円(釣
り銭が無いようご協力下さい)。貴重品・雨具はお預かり出来ませんので利用者自身で管理下さい。
4. 試写コーナー
21 号館 4 階 431 教室。液晶プロジェクターと PC との接続確認が出来ます。
5. 印刷コーナー
17 号館 1 階学生談話室および 21 号館 4 階 431 教室。講演予稿集 DVD-ROM からのプログラム検
索および予稿 PDF の印刷が出来ます。
6. LAN コーナー
17 号館 1 階学生談話室。無線 LAN 接続によるインターネットが利用できます。接続方法等は現
地にてご確認下さい。指定場所以外の学内ネットワーク設備の利用は固く禁じます。
7. 休憩室
17 号館 2 階、21 号館 3 階・4 階、33 号館 4 階、B 館 2 階・4 階・5 階にございます。
8. 飲食施設・売店
会場内の飲食施設、売店等についてはキャンパスマップにてご確認下さい。
9. 喫煙場所
指定された場所以外や歩行中の喫煙は禁止されています。
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プログラムについて
1. 変更について（講演中止、講演者変更、座長変更等）
本誌掲載のプログラムが変更になる場合があります。最新情報は春季年会ウェブサイトにてご確
認下さい。講演中止になった場合、その時間は休憩時間といたします。
URL：http://www.csj.jp/nenkai/90haru/90-prog-error.html
2. 携帯情報端末からのプログラム検索
講演予稿集 DVD-ROM や春季年会ウェブサイトの他、携帯情報端末からもプログ
ラム検索が可能です。キーワードによる検索や、講演日時、会場別の表示などが
できます。二次元バーコード（QR コード）対応の携帯電話をお持ちの方は、右
のバーコードを撮影して、年会プログラム検索の Web ページへのアクセス可能
です。URL：http://csj.jp/i/
3. プログラム冊子の配布と販売について
参加登録をされた方へ配布（事前登録者へは参加登録票送付時に同封。当日登録者へは登録時に
配布）します。別途購入を希望される場合、総合受付にて 1,000 円にて販売しています。なお、同
内容は 2 月下旬より春季年会ウェブサイトでも閲覧可能です。
URL：http://www.csj.jp/nenkai/90haru/

講演予稿集の販売について
講演予稿集は①DVD-ROM 版、②冊子(4 分冊)、③Web 予稿集の 3 つの形態で発行します。本年会よ
り利用者の携帯性と利便性を考慮して冊子体を 4 分冊化しました。1 冊あたりの価格も下がりお求め
やすくなっておりますのでこれまで以上にご活用下さい。
1. DVD-ROM 版
参加登録費（入会準備学部学生除く）に含まれ、全分冊分の予稿原稿を収録しています。別途購
入を希望される場合、総合受付にて 10,000 円にて販売しています。
2. 冊子(4 分冊)
総合受付にて販売しておりますので、ご希望の方は別途ご購入下さい（参加登録費には含まれま
せん）
。4 冊セット価格 10,000 円がお得です。
分冊

収録分野

販売価格

I 分冊

ATP（先端機能材料、環境・資源/新エネルギー、バイオケミカルズ）,特別企画、
特別講演、学会賞、市民公開講座

2,500 円

II 分冊

化学教育、2.物理化学-構造、3.物理化学-物性、4.物理化学-反応、5.無機化学、6.錯
体化学･有機金属化学、11.分析化学、13.触媒、18.資源利用化学、19.エネルギーと
その関連化学、20.環境・グリーンケミストリー,地球･宇宙化学、21.理論化学･情報
化学･計算化学

3,500 円

III 分冊

10.生体機能関連化学･バイオテクノロジー、12.高分子、14.コロイド･界面化学、15.
材料化学、16.材料の機能、17.材料の応用、22.有機結晶

3,500 円

IV 分冊

7.有機化学-物理有機化学、8.有機化学-反応と合成、9.天然物化学

3,500 円

3. Web 予稿集
春季年会ウェブサイトから予稿 PDF の閲覧が出来ます。利用には参加予約時に発行された「参加
申込受理番号」と「Web 予稿集パスワード」もしくは当日登録時にお渡しするカードに記載の「ユ
ーザー名」と「パスワード」が必要です。プログラムの検索のみはどなたでも利用可能です。
URL：http://www.csj.jp/cgi-bin/csj/nenkai-90-yokou_disperse.cgi
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実行委員会からのお誘い

各企画の詳細は本誌併催イベント掲載部分(A-11～)をご覧下さい。

1. アドバンスト・テクノロジー・プログラム（ATP）＆交流会
今期の ATP は 3 月 26 日(金)・27 日(土)、先端機能材料、環境・資源/新エネルギー、バイオケ
ミカルズの 3 分野 8 セッションで開催。最新の研究成果や技術動向の発表に加え、パネルディ
スカッション等も実施。産業界と大学、学会間の交流にとどまらず、産業界や異業種間の交流・
融合の場を提供します。3 月 26 日(金)18 時からは講演会場での講師や参加者とのディスカッシ
ョンや交流の不足分を補っていただく目的で、無料のカジュアルな交流会を実施いたします。
2. 第 42 回国際化学オリンピックプレイベント化学実験カーがやってくる＠春季年会
3 月 26 日(金) に SE 会場(30 号館学生実験室)にて開催。2010 年 7 月に開催が迫った第 42 回国
際化学オリンピック東京大会のプレイベントです。様々な実験を通じて小・中学生に化学の面
白さを伝えます。お子様と一緒に年会に参加しませんか？（参加無料・要予約）
3. 懇親会
3 月 27 日(土) 18 時～20 時に本館地下 1 階の食堂「KURE」にて開催。今回の懇親会は世代を
超えて各界各層の懇談の場とするべくより実質的な企画となっております。 近大水産研が開発
した新種の鯛キンダイ（近大様ご提供）
、更には世界初の完全養殖で有名な近大マグロをご賞味
いただけます。皆様お誘い合わせのうえご参加下さい。
（参加費：一般 5,000 円、学生 2,500 円）。
4. 市民公開講座 そこが知りたい！～身のまわりの化学～
3 月 27 日(土) 13 時 15 分～17 時に S8 会場(19 号館 2 階)にて開催。今回も一般市民の方々の生
活に密接に関連した身近な話題のプログラムです。キーワードはマグロ、電池、ダチョウ、コ
エンザイム Q10。詳細は本誌併催イベント掲載部分又は年会ウェブサイトにてご確認下さい。
素敵なお土産付き。
（参加無料・予約不要）
5. 工場見学バスツアー～モノづくり企業 in 東大阪
3 月 29 日(月) に開催。技術力の高いモノづくり企業が集積している大阪東部地域。今回は「ク
リエイション・コア東大阪」、「マイティ(株)」、「クラスターテクノロジー(株)」を巡る半日コ
ース。
（参加費：1,000 円・要予約。）
6. 付設展示会
3 月 26 日(金)～28 日(日) 各日 10 時～17 時に記念会館にて開催。詳細は本誌併催イベント掲
載部分もしくは参加者へ配布の付設展示会ガイドブックをご覧下さい。同ガイドには抽選券や
無料コーヒー券が付いておりますので是非ご利用下さい。記念会館内特設会場にて出展社セミ
ナーも実施いたします。（参加無料・予約不要）

会長講演・表彰式
3 月 27 日(土) 13 時 40 分より、S8 会場(11 月ホール)にて開催いたします。
会長講演

岩澤康裕(日本化学会 平成 22・23 年度会長)
『統合と細分の知・情報・発信・人材：化学と化学会の機能強化』

表彰式

名誉会員の推戴式、フェローおよび各賞受賞者の表彰式

併催イベント・委員会企画
例年、春季年会会期中には通常の研究発表の他、年会実行委員会もしくは本会内部の各委員会によ
るイベントやシンポジウムが多数企画されています。これらのイベントやシンポジウムへ参加する
場合には年会の参加登録は不要です。参加方法はイベントやシンポジウムにより異なりますので本
誌併催イベント掲載部分（A-11～）をご覧下さい。
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講演者の方へ
プログラム掲載内容に変更が生じた場合
講演中止や発表者の変更等、プログラム掲載内容に変更が生じた場合にはすぐに
E-mail(nenkai@chemistry.or.jp)にて事務局までご連絡下さい。
口頭講演の講演者の方へ
1. 時間に余裕をもって講演会場へ入り、指定された講演時間を厳守して下さい。
2. 実行委員会では全ての講演会場に①液晶プロジェクター、②PC 切替機(スイッチャー)、③接続
ケーブル(RGB ケーブル)、④PC 用電源タップ、⑤レーザーポインターを用意します。
3. 講演者はノート PC を持参し、発表の際は自身で操作して下さい。PC 本体には映像出力端子 ミ
ニ D-Sub15 ピン端子(メス)があることを必ずご確認下さい。映像出力端子が本体に無い場合の
接続アダプタ等も必ずご用意下さい。
4. トラブルに備えて、講演の前に①試写コーナーにて PC の作動確認、②PC の設定のチェック（ス
リープ機能の停止等）、③バックアップファイルの準備をお願いします。
5. 講演番号通知同封又は下記 URL の 講演における講演機材について を事前に必ずご覧下さい。
URL：http://www.csj.jp/nenkai/90haru/data/kizai_manual_for_oral_speaker.pdf
ポスター講演の講演者の方へ
1. ポスターパネルのサイズは縦 180cm×横 90cm、パネル面の色は白です。
2. パネルに掲示の講演番号(A5 横)および掲示のための画鋲は、実行委員会で用意いたします。
3.

掲示・発表・撤去時間は下表の通りです。指定された時間を厳守して下さい。

掲示
発表
撤去

表：ポスター掲示・発表・撤去時間一覧
PA
PB
PC
09:00-10:00
12:00-12:30
14:30-15:00
奇数番号
偶数番号
奇数番号
偶数番号
奇数番号
偶数番号
10:00-10:45 10:45-11:30 12:30-13:15 13:15-14:00 15:00-15:45 15:45-16:30
11:30-12:00
14:00-14:30
16:30-17:00

4. その他詳細な諸注意は、講演番号通知同封又は下記 URL のポスター発表者への注意にてご確認
下さい。URL：http://www.csj.jp/nenkai/90haru/data/for_poster_speaker.pdf
特許申請のための発表証明
特許申請のため、日本化学会が発行する発表証明が必要な方は、下記 URL より申請に必要な書類を
入手し、手続きを行って下さい。ポスター発表において第三者の証明が必要な場合、発表が始まる
前に年会本部までお越し下さい。なお、年会本部では申請書類は受理していませんので、指定の提
出先、提出方法に従って下さい。URL：http://www.csj.jp/news/happyo-syomei.html

座長の方へ
担当時間の 10 分前までに、講演会場へお越し頂き、講演会場入口に掲示の「座長一覧表」にチェッ
クを付けてから入室して下さい。講演会場の右前方に座長席、次座長席を設けております。その他
諸般の注意事項は 3 月中旬に事務局から送付の資料にてご確認下さい。

審査員の方へ
学生講演賞・優秀講演賞(学術)の審査資料は 3 月中旬に事務局より送付します。当日は審査資料を
お持ち頂き、担当講演の審査をお願いします。全ての担当講演の審査終了後、採点表を総合受付(又
は年会本部)へご提出下さい。会期後は、FAX(03-3292-6318)にてご提出下さい。
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