
公益社団法人日本セラミックス協会　第 29回秋季シンポジウム
［会場案内図］広島大学（東広島キャンパス）

［会期］2016年 9月7日（水）～ 9日（金）　　
［住所］ 〒739-8511　広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
［TEL］090-7174-4973（会期中のみ / 事務局携帯電話）・03-3362-5232（日本セラミックス協会）
［URL］http://www.ceramic.or.jp/ig-syuki/29th/
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【東福利会館】
東食堂（288 席） 11:00-19:00
ニューヤマザキデイリーストア 8:00-18:00
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【西第二福利会館】
西２食堂 （390 席） 11:00-13:30
西 2 福利コープショップ 10:00-17:00
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【北第一福利会館】
北 1福利コープショップ
 10:00-17:30

【北第一福利会館】
北 1福利コープショップ
 10:00-17:30

【北第一福利会館】
北 1福利コープショップ
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【北第三福利会館】
マーメイドカフェ（喫茶） 
 10:00-18:00

【北第三福利会館】
マーメイドカフェ（喫茶） 
 10:00-18:00

【工学部　講義棟】

口頭発表会場
Oral
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クローク・企業展示会・コーヒークローク・企業展示会・コーヒー

ポスター発表
分野横断型研究体パネル掲示

ポスター発表
分野横断型研究体パネル掲示

Cloak・Exhibition・CoffeeCloak・Exhibition・Coffee

会館食堂  （312 席）　 8:00-20:00
会館コープショップ　 9:30-19:00
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【学士会館  2 階】

ポスター発表会場
Poster
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レストラン
「ラ･ボエーム」
 11:00-14:00
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「大学会館前」
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 “Daigaku kaikan mae”
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Bus stop
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広島大学 アカデミック地区 
北側・中央

広島大学 アカデミック地区 
北側・中央
約100ｍ約 100ｍ
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【北第二福利会館】
北２食堂 （276 席）
 8:00-19:00
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北２食堂 （276 席）
 8:00-19:00

【北第二福利会館】
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 8:00-19:00

▲出入口（階段）▲出入口（階段）
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バス　西条駅～広島大学 
約 20 分290 円
バス停「大学会館前」下車 
時刻表はホームページを参照
※タクシー約 15分、約 2,000 円

徒歩すぐ
Within the walking distance

徒歩すぐ
Within the walking distance

徒歩すぐ
Within the walking distance

ＪＲ山陽本線　
西条駅～白市駅
約 10 分　200 円

大学会館前
Bus stop

"Daigaku kaikan mae"

広島 駅
JR Hiroshima Sta.

広島空港
Hiroshima Airport

西条 駅
JR Saijo Sta.

広島大学
Hiroshima Univ.
大学会館前

総合受付 Registration

白市 駅
JR Shiraichi Sta.

バス　
白市駅～広島空港
390 円　約 15分

懇親会送迎バス発車スケジュール　
http://www.ceramic.or.jp/ig-syuki/29th/29thBanquetBus.pdf

busbus

bus

懇親会当日のみ、懇親会会場への
送迎バスを運行します
時刻表はホームページを参照
往路　広島大学～グランラセーレ
復路　グランラセーレ～西条駅

グランラセーレ東広島
9月 8日（木）懇親会 Banquet

traintrain ＪＲ山陽本線　
広島駅～西条駅　
約 40 分　580 円
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【工学部　講義棟】

01. 男女共同参画推進の特別セッション
05. 応力・ひずみの観点からみた
　   バルクセラミックスの材料プロセスと
　   機能発現・信頼性向上

03. エンジニアリングセラミックスの科学と技術
04. 耐環境性セラミックコーティングの最新動向と技術課題
S2. 耐熱材料の機能発現とその安定性の向上

10.フォトセラミックス

07. 高密度化の科学と技術
08. 粉体プロセスからの
　   セラミックスイノベーション
S5. 高機能セラミックスの新展開

13. 複合イオン化合物の創製と機能
S1. 新しい無機材料の創造

階段があります

17.セラミックス合成における
　 水溶液プロセスの広がりと深化
S3.マテリアルプロセッシング
16. 元素ブロック：
　   合成から応用展開まで

21. 環境問題の改善・解決に向けた
　   キーテクノロジー開発の新展開

19.マテリアルデザインとプロセッシングデザイン
　 （8日午前まではD 会場）
23. 次世代パワーエレクトロニクス用セラミックス

22. エネルギー変換、貯蔵、制御デバイスでの
　   機能性セラミックス材料技術の新展開
22. エネルギー変換、貯蔵、制御デバイスでの
　   機能性セラミックス材料技術の新展開
22. エネルギー変換、貯蔵、制御デバイスでの
　   機能性セラミックス材料技術の新展開

・口頭発表者はパソコンを各自持参して下さい。 
・試写室は設置しません。 各会場の空き時間（朝、昼休み、休憩時間帯など）に映写確認を行ってください。
・参加証をお持ちの方は、総合受付に立ち寄らず、直接発表会場へお越しいただいて構いません。
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・参加証をお持ちの方は、総合受付に立ち寄らず、直接発表会場へお越しいただいて構いません。

24. 誘電材料の新展開 
S4. 次世代パワーエレクトロニクスを
　   支える誘電体技術

19.マテリアルデザインと
　  プロセッシングデザイン
　 （8日午後からは T会場へ移動）

19.マテリアルデザインと
　  プロセッシングデザイン
　 （8日午後からは T会場へ移動）

19.マテリアルデザインと
　  プロセッシングデザイン
　 （8日午後からは T会場へ移動）

26.セラミックスセンサ
　   ・トランスデューサー
26.セラミックスセンサ
　   ・トランスデューサー
26.セラミックスセンサ
　   ・トランスデューサー

02. 生体との調和を生み出す
　   セラミックスの開発と評価
02. 生体との調和を生み出す
　   セラミックスの開発と評価
02. 生体との調和を生み出す
　   セラミックスの開発と評価

12. 先進的な構造科学と分析技術
14.クリスタルサイエンス
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15.ケミカルデザイン 15.ケミカルデザイン 15.ケミカルデザイン 

18. 次世代を切り拓く
　  ハイブリッドマテリアル
18. 次世代を切り拓く
　  ハイブリッドマテリアル
18. 次世代を切り拓く
　  ハイブリッドマテリアル

20.グリーン・プロセッシング
　 （低エネルギー消費による合成法）による
　  機能性セラミックスの新展開

20.グリーン・プロセッシング
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06. 耐火物イノベーション
11.ナノスケール原子相関 
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09.ランダム系材料の科学
25.ナノクリスタルが拓く新しいセラミックス技術
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