
全国大会，部門大会，各支部連合大会開催予定（2022年～2024年）

更新日：2023/1/12

2022年（令和4年） 2023年（令和5年） 2024年（令和6年）

開催場所・日程(予定) 懇親会 開催場所・日程(予定) 開催場所・日程(予定)

全国大会 岡山大学　津島キャンパス
→ オンライン開催に変更

2022年3月21日（月）～23日(水）

無し 名古屋大学　東山キャンパス

2023年3月15日（水）～17日（金）

徳島大学
2024年3月14日（木）～16日(土）

Ａ部門大会 種子島（西之表市民会館）
2022年9月13日（火）～15日（木）

現地およびオンラインによるハイブリッド開催

会場：ホテルニュー種子島
日時：2022年9月14日（水）
18:45～20:30

愛知工業大学 自由ヶ丘キャンパス
2023年9月7日（木）～9日（土）

Ｂ部門大会 福井大学 文京キャンパス
2022年9月7日（水）～9日（金）
現地開催およびオンライン併用

会場：ザ・グラン　ユアーズフク
イ（ホテルフジタ福井3階）
日時：2022年9月8日（木）
18:30～20:30

愛知工業大学 八草キャンパス
2023年9月4日（月）～6日（水）

大阪公立大学　中百舌鳥キャンパス
2024年9月4日（水）～6日（金）（予定）

Ｃ部門大会 広島大学
2022年8月31日（水）～9月3日（土）

※9月3日は技術見学会
現地開催および一部オンラインによる開催

会場：フォレストヒルズガーデン
日時：2022年9月1日（木）
19:00～21:00

北海道科学大学
2023年8月30日（水）～9月2日（土）
（予定）
※9月2日は技術見学会

Ｄ部門大会 上智⼤学 四⾕キャンパス

2022年8月30日（火）～9月1日（木）

現地およびオンラインによるハイブリッド開催
※シンポジウムの一部は現地のみ

無し 名古屋工業大学
2023年8月22日（火）～8月24日（木）

Ｅ部門大会 アスティとくしま
2022 年11 月14 日（月）〜16 日（水）

熊本城ホール

2023年11月6日（月）～8日（水）

北海道支部
連合大会

北海学園大学→オンライン開催に変更
2022/11/5（土）～6（日）

東北支部
連合大会

東北学院大学→オンライン開催に変更
8/23（火）～24（水）

東京支部
カンファレンス

慶応義塾大学→オンライン開催に変更
8/26（金）

東京工業大学
2023年8月25日（金）（予定）

東海支部
連合大会

中部大学→オンライン開催に変更
2022 年8 月29 日（月）〜30 日（火）

豊橋技術科学大学
2023年8月28日（月）～29日（火）

北陸支部
連合大会

金沢大学→オンライン開催に変更
2022 年9 月3日（土）

関西
連合大会

京都大学→オンライン開催に変更
2022/11/26（土）～27（日）

関西学院大学
2023年11月25日（土）～26日（日）

中国支部
連合大会

島根大学→オンライン開催に変更
2022年10/22（土）

岡山大学（予定）
2023年10月中旬～下旬

四国支部
連合大会

徳島大学→ハイブリット開催に変更
2022年9月24日(土）

四国電力総合研修所
2023年9月下旬（予定）

九州支部
連合大会

長崎大学→オンライン開催に変更
2022年9月16日（金）～17日（土）

崇城大学
2023年9月7日（木）～8日（金）

電子情報通信学会総
合大会（3月）

新潟大学 五十嵐キャンパス
→ オンライン開催に変更
2022年3月15日（火）～18日（金）

無し
芝浦工業大学（さいたま市）
2023年3月7日(火)～10日(金)

広島⼤学　東広島キャンパス

2024年3月5日（火）～8日（金）

電子情報通信学会
ソサイエティ大会（9

月）

東北大学　川内北キャンパス
→ オンライン開催に変更

2022年9月6日（火）～9日（金）
無し

名古屋大学（名古屋市）

2023年9月12日（火）～15日（金）

日本工業⼤学（東京）

2024年9月10日（火）～13日（金）

応用物理学会
春季学術講演会（3

月）

青山学院大学　相模原キャンパス＋オン
ライン
2022年3月22日(火)〜26日(土)
※講演件数によっては25日（金）までとなる可能性あ
り。

無し
上智大学　四谷キャンパス
2023年3月15日（水）～18日（土）

東京都市大学　世田谷キャンパス
2024年3月22日(金)〜25日(月)　（予定）

応用物理学会
秋季学術講演会（9

月）
東北大学　川内キャンパス＋オンライン
2022年9月20日(火)〜23日(金)

無し

熊本城ホールほか周辺3会場（現時点
では熊本市民会館，熊本市国際交流
会館，TKP熊本カンファレンスセンター

の3会場を予定）

2023年9月19日(火)～23日(土)　（予
定）

朱鷺メッセほか 2 会場（新潟）

2024 年 9 月 16 日(月)～20 日(金)

情報処理学会
全国大会（3月） 愛媛大学　城北キャンパス＋オンライン

2022年3月3日（木）〜5日（土）
無し

電気通信大学（調布）
2023年3月2日(木)～4日(土)

神奈川⼤学　白楽キャンパス

2024年3月15日（金）～17日（日）

映像情報メディア学
会年次大会

郡山市中央公民館・勤労青少年ホーム
→ オンライン開催に変更
2022年8月24日(水)〜26日(金)

無し

照明学会全国大会
オンライン開催
2022年9月21日(水) - 22日(木)

無し

日本機械学会年次大
会（9月）  富山大学　五福キャンパス

 2022年9月11日（日）〜14日（水）
無し

FIT 情報科学技術

フォーラム（9月）*1
慶應義塾大学　矢上キャンパス
2022年9月13日（火）～9月15日（木）

無し

　*1：情報処理学会と電子情報通信学会の情報・システムソサイエティおよびヒューマンコミュニケーショングループとの共催イベント

The International

Conference on

Electrical

Engineering

（ICEE）

韓国,ソウル
※オンラインとのハイブリッド開催
2022年6月28日（火）～7月2日（金）

無し

香港
2023年7月2日（日）～6日（木）

followed by Technical Visits on 7 July
2023.  Standing Technical Committee
Meeting is tentatively scheduled for
the afternoon of 1 July 2023

北九州国際会議場（予定）
2024年6月30日（日）～7月4日（木）（予定）

但し，6月30日（日）はレジストレーション，ウェル
カムレセプションのみ。7月4日（木）はテクニカル
ツアーのみ。

International

Symposium on

Power

Semiconductor

Devices & Ics

Vancouver Marriott Pinnacle Downtown

（バンクーバー, カナダ）

2022年5月22日～26日

無し 未定

The International

Conference on Solid-

State Sensors,

Actuators and

Microsystems

(Transducers)

国立京都国際会館
2023年6月25日（日）～29日（木）

各部門主催の
国際会議

【A部門】

CMD2022

（北九州市・北九州国際会議場）

2022年11月13日(日)～18日(金)

【D部門】

SAMCON2022

（埼玉大学）→ オンライン開催に変更

2022年3月8日(火)～10日(木)

【D部門】

IPEC2022（IPEC-Himeji 2022 -ECCE

Asia-）

（姫路市文化コンベンションセンター）
※オンラインとのハイブリッド開催

2022年5月15 日（日）～19日（木）

【D部門】

SAMCONは南京（中国）にて2023

年3月上旬開催予定（D部門は協賛）

【D部門】

SAMCON2024（予定）

2024年3月上旬開催予定

IW-FCV2024（予定）

2024年2月開催予定

大会名


