全国大会，部門大会，各支部連合大会開催予定（H２９年～H３２年）
平成29年(2017年）

大会名
全国大会

開催会場

開催場所・日程(予定)
富山大学 五福キャンパス

特別講演（一般無料開放）
日時：3月16日（木）14時から16時45分
会場：富山国際会議場 3,4階メインホール
外国学会招聘講演
Prof. JUNE Ho PARK（大韓電気学会会長）
特別講演
秋山賢成 氏（ソニー・インタラクティブエンタ
テイメント）
松浦知徳 氏（富山大学）

Ａ部門大会

Ｂ部門大会

Ｃ部門大会

Ｄ部門大会

室蘭工業大学
9月19日（火），20日（水）
【特別講演】
日時：平成29年9月19日(火) 17:30～18:45
「伝統的な日本刀製作工程の工学的合理性」
（日本製鋼所室蘭製作所 瑞泉鍛刀所 刀匠 博士
(工学) 佐々木 直彦(胤成)氏）
明治大学 中野キャンパス
9月5日（火）～7日（木）

サンポートホール高松
9月6日（水）～9日（土）
【特別講演】
日時：9月7日（木）
場所：サンポートホール高松 5階 第2小ホール
テーマ：超電導リニア開発と中央新幹線
講師：北野 淳一 氏
（東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線推進本部
リニア開発本部 担当部長）
【先端技術セミナー】
日時：9月6日（水）
場所：サンポートホール高松 4階 第1小ホール
テーマ：ＩｏＴ時代のサイバーセキュリティ
講師：鵜飼 裕司 氏
（株式会社ＦＦＲＩ 社長）
【英語論文の書き方セミナー】
日時：9月8日（金）13:00-14:00
場所：サンポートホール高松 5階 54会議室
テーマ：理系のための英語論文の書き方セミナー
講師：馬場 吉弘 教授（同志社大学 理工学
北海道 函館アリーナ
8月29日（火）～8月31日（木）
【プレナリーセッション】
・オープニングセレモニー
・プレナリー講演 招待者による2件の講演
・特別講演 （株）IHI 森岡典子 氏
・部門表彰

平成30年(2018年）
懇親会

平成31年(2019年）

開催場所・日程(予定)
九州大学 伊都キャンパス
3月14日（水）～16日（金）

開催場所・日程(予定)
北海道科学大学
3月12日（火）～14日（木）

【懇親会】
日時：平成29年9月19日（火）19:00～21:00
会場：室蘭工業大学 大学会館 多目的ホール
会費：一般（5,000円），学生（2,000円）

兵庫県立大学または周辺施設

岩手大学（予定）

【懇親会】
日時：平成29年9月6日（水）
会場：明治大学 中野キャンパス 学生食堂
会費：事前一般（5,000円），学生（2,000円）
当日一般（6,000円），学生（3,000円）
【懇親会】
日時：9月7日(木) 18:30～20:30
場所：JRホテルクレメント高松 「飛天」
＊参加費（一般5,000円，学生2,000円）

徳島大学
2018年9月12日（水）～14日（金）

【懇親会】
日時：3月16日（木） 18時00分から20時00分
会場：ANAクラウンプラザホテル富山
会費：一般（5,000円），学生・同伴（2,500
円）

平成32年(2020年）
開催場所・日程(予定)
東京支部管区内

北海道大学
2018年9月5日（水）～7日（金）

【懇親会】
横浜国立大学
日時：8月30日（水）
8月28日（火）～30日（木）
会場：花びしホテル 芙蓉の間
会費：一般
（事前6,000円,当日7,000円）
准員・学生（事前3,000円,当日3,000円）

一般セッション，オーガナイズドセッション，シ
ンポジウムセッション，ヤングエジニアポスター
コペティション（YPC），チュートリアルセッショ
ン，テクニカルツアー，企業展示，女性エンジニ
アの会，子ども理科体験教室（8/11）
Ｅ部門大会

広島国際会議場
10月31日（火）～11月2日（木）

東北支部
連合大会
東京支部
カンファレンス
東海支部
連合大会
北陸支部
連合大会
関西
連合大会
中国支部
連合大会
四国支部
連合大会
九州支部
連合大会

大会名
電子情報通信学
会総合大会
電子情報通信学
会
ソサイエティ大
会
応用物理学会
春季学術講演会
応用物理学会
秋季学術講演会
情報処理学会
全国大会
映像情報メディ
ア学会年次大会
照明学会全国大
会
日本機械学会年
次大会

大会名
The
International
Conference on
Electrical
Engineering
International
Symposium on
Power
Semiconductor
Devices & Ics

調整中（H29年E部門大会にて発表予定）

平成29年(2017年）

大会名
北海道支部
連合大会

【Mixer＆セレモニー】
11月1日（水）18：30～19：30

開催場所・日程(予定)

懇親会

平成30年(2018年）

平成3１年(2019年）

平成32年(20年）

開催場所・日程(予定)

開催場所・日程(予定)

開催場所・日程(予定)

公立はこだて未来大学
10月28日（土）～29日（日）
弘前大学
8月24日（木）～25日（金）
東京工業大学
9月4日（月）
名古屋大学
9月7日（木）～8日（金）
富山大学
9月11日（月）
近畿大学
11月25日（土）～26日（日）
岡山理科大学
10月21日（土）
愛媛大学
9月23日（土）
琉球大学
9月27日（水）～28日（木）
平成29年(2017年）

平成30年(2018年）

平成31年(2019年）

平成32年(2020年）

開催場所・日程(予定)

開催場所・日程(予定)

開催場所・日程(予定)

開催場所・日程(予定)

名城大学（名古屋市）
2017年3月22日（水）～25日（土）

東京電機大学（東京）
2018年3月20日（火）～23日（金）

早稲田大学（東京）
2019年3月19日（火）～22日（金）

東京都市大学（東京）
2017年9月12日（火）～15日（金）

金沢大学（金沢市）
2018年9月11日（火）～14日（金）

大阪大学（豊中市）
2019年9月10日（火）～13日（金）

パシフィコ横浜（横浜）
2017年3月14日（火）～17日（金）

早稲田大学
2018年3月17日（土）～20日（火）

東京工業大学 大岡山キャンパス
2019年3月5日（火）～8日(金）

福岡国際会議場（福岡）
2017年9月5日（火）～8日（金）

名古屋国際会議場
2018年9月18日（火）～21日（金）

北海道大学
2019年9月18日（水）～21日（土）

名古屋大学 東山キャンパス
2017年3月16日（木）～18日（土）

早稲田大学 西早稲田キャンパス
2018年3月13日（火）～15日（木）

東京理科大学 葛飾キャンパス
2017年8月30日（水）～9月1日（金）
東北学院大学 多賀城キャンパス
2017年9月5日（火）～7日（木）
埼玉大学（大宮）
2017年9月3日（日）～6日（水）

関西大学
2018年9月9日（日）～12日（水）

秋田大学
2019年9月8日（日）～11日（水）

平成30年(2018年）
開催場所・日程(予定)

平成31年(2019年）
開催場所・日程(予定)

平成29年(2017年）
開催場所・日程(予定)
Weihai Bluesky Hotel（威海市，中国）
2017年7月4日（火）～7日（金）

ソウル，韓国
2018年6月24日（日）～28日（木）

ロイトン札幌（札幌）
2017年5月28日（日）～6月1日（木）
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香港

平成32年(2020年）
開催場所・日程(予定)

日本

