
会合・⼤分類意⾒交換会
会合については講演会の運営上、本部と会合世話⼈との間で右のように責任分担範囲を定めて
実施いたしますので、皆様ご協⼒をお願いいたします。
下表の⾊付きセルは⼤分類意⾒交換会です。

＜本部担当＞会場確保、割付
＜世話⼈担当＞会場準備、後⽚付け、⽀払他⼀切

開催⽇ 時間 会場 会合名 世話⼈ 所属

10:00~12:00 B408 インダストリアルチャプター全体会議 応⽤物理学会
12:00~14:00 B407 テラヘルツ合同シンポジウムIM 宮本 克彦 千葉⼤学
12:00~13:30 D209 APEX/JJAP定例編集委員会議 応⽤物理学会
12:00~13:00 D215 SISPAD委員会 鎌倉 良成 ⼤阪⼯業⼤学
12:00~13:00 D311 集積化MEMS技術研究会・運営委員会 望⽉ 俊輔 NTTデータ数理システム
12:00~13:00 D411 東北⽀部 企画運営委員会 ⼩野寺 敏幸 東北⼯業⼤学
17:00~18:00 D221 教育企画委員会 藤城 武彦 東海⼤学 理学部 物理学科
17:00~18:00 D311 東海地区若⼿チャプターミーティング 原 康祐 ⼭梨⼤学
12:15~13:15 A202 ⼤分類13意⾒交換会 荒⽊秀明 ⻑岡⾼専
11:45~13:15 A205 ⼤分類8意⾒交換会・プラズマエレクトロニクス分科会インフォーマルミーティング 内⽥ 諭 ⾸都⼤学東京
12:00~13:00 A304 多様性推進若⼿チャプター研究会 藤井 茉美 奈良先端科学技術⼤学院⼤学
12:30~13:30 A305 ⼤分類16意⾒交換会 梶原浩⼀ ⾸都⼤
12:00~13:00 A403 ⼤分類1意⾒交換会 近藤 淳 静岡⼤
11:30~12:00 A406 ⼤分類２意⾒交換会 越⽔ 正典 東北⼤学
12:00~13:15 A406 放射線分科会幹事会 藤原 健 産業技術総合研究所
13:30~15:30 A406 応⽤物理教育分科会幹事会 ⽻渕 仁恵 岐⾩⾼専
12:00~13:00 A407 ⼤分類12意⾒交換会 中 茂樹 富⼭⼤
12:00~12:30 B408 有機ナノ界⾯制御素⼦(NICE)研究会インフォーマルミーティング ⾺場 暁 新潟⼤学
12:00~13:15 B410 ⼤分類3意⾒交換会 ⼭本裕紹 宇都宮⼤
11:45~12:45 B508 中国四国⽀部役員会 柳⾕ 伸⼀郎 徳島⼤学産業理⼯学研究部
11:45~12:45 D209 新学術領域 特異構造の結晶科学 総括班会議 ⼩林 篤 東京⼤学 ⽣産技術研究所
12:00~13:00 D215 ⼤分類6意⾒交換会 ⼩川修⼀ 東北⼤
12:15~13:00 D305 ⼤分類9意⾒交換会 ⾼瀬浩⼀ ⽇⼤
12:15~13:00 D311 ⼤分類7意⾒交換会 橘⽥晃宜 産総研
12:00~13:00 D411 テラヘルツ電磁波技術研究会IM 宮本 克彦 千葉⼤学
12:00~13:00 D519 薄膜・表⾯物理分科会 幹事会 中村 芳明 ⼤阪⼤学
17:30~19:00 A403 応⽤電⼦物性分科会幹事会 鈴⽊ 哲 兵庫県⽴⼤学
17:30~19:00 A404 シリコンテクノロジー分科会インフォーマルミーティング 中野 誠彦 慶應⼤学
17:30~19:00 A302 スピントロニクス研究会 幹事会 (⼤分類10意⾒交換会同時開催) 柳原英⼈ 筑波⼤
17:30~19:00 B406 ⼤分類11意⾒交換会および第4回超伝導分科会幹事会 堺 健司 岡⼭⼤学
17:30~19:00 B407 CLEO-PR準備委員会 尾松 孝茂 千葉⼤学⼤学院⼯学研究院
17:30~19:00 B415 フォトニクス分科会幹事会 ⼭下 兼⼀ 京都⼯芸繊維⼤学
17:30~19:00 D209 北陸・信越⽀部役員会 栗原 ⼀嘉 福井⼤学
17:30~19:00 D215 ICYRAM2022運営実⾏委員会 ⻑島 ⼀樹 九州⼤学先導物質化学研究所
17:30~19:00 D311 電⼦材料シンポジウム論⽂委員会 桐⾕ 乃輔 ⼤阪府⽴⼤学⼤学院
17:30~19:00 D511 若⼿チャプター「太陽光エネルギー変換機能材料・デバイス開発研究会」 中⽥ 和吉 東京⼯芸⼤学 ⼯学院電気電⼦系

17:30~19:00 D519 応物KOSEN SC第⼀回会議 中⼭ 雄太 神⼾⼤学
12:00~13:30 A404 応⽤物理学会ナノカーボン若⼿チャプター第４回研究交流会 廣⾕ 潤 名古屋⼤学
12:00~13:00 A407 ⼤分類17意⾒交換会 神⽥晶申 筑波⼤
12:00~13:00 A409 JJAP特集号編集委員会議 応⽤物理学会
12:00~13:00 B406 ⼤分類15意⾒交換会 ⽚⼭ ⻯⼆ ⼤阪⼤学
12:00~13:00 D209 シリサイド系半導体と関連物質研究会 幹事会 ⼤⽯ 佑治 ⼤阪⼤学⼤学院⼯学研究科
12:00~13:00 D519 先進パワー半導体分科会2019年度第4回幹事会 細井 卓治 ⼤阪⼤学
13:30~14:30 A202 ⽀部⻑会議 応⽤物理学会
14:30~15:30 A202 研究会委員⻑・新領域グループ代表者会議 応⽤物理学会
15:30~16:30 D209 IBA&PIXE 準備委員会 松尾 ⼆郎 京都⼤学
17:30~19:00 D209 プラズマ若⼿チャプター 鈴⽊ 陽⾹ 名古屋⼤学
17:30~19:00 D215 第４回光若⼿チャプター交流会 ⾺越 貴之 ⼤阪⼤学
17:35~19:00 D305 APNFO13準備会合 ⼋井 崇 東⼤
17:30~19:00 D311 第39回電⼦材料シンポジウム 第1回運営・実⾏合同委員会 原⽥ 幸弘 神⼾⼤学
17:30~19:00 D511 有機分⼦・バイオエレクトロニクス分科会インフォーマルミーティング 坂⼝ 幸⼀ 佐賀⼤学
12:30~13:30 A205 インフォマティクス応⽤研究会 沓掛 健太朗 理化学研究所
13:00~15:00 A405 ICFPE2020組織委員会・プログラム委員会 加藤 景三 新潟⼤学

3/15
(⽇)

3/12
(⽊)

3/14
(⼟)

3/13
(⾦)


