全国大会，部門大会，各支部連合大会開催予定（2018年～2021年）
更新日：2018/7/11
大会名
全国大会

Ａ部門大会

Ｂ部門大会

2018年

2019年

開催場所・日程(予定)
九州大学 伊都キャンパス
2018年3月14日（水）～16日（金）
一般講演：約1,500件
企画セッション：本部企画５件，部門企画２６件
企業セッション
日時：3月14日（水）～16日（金）
場所：センター1号館，２号館
内容：就職相談，技術紹介，事業紹介など
特別講演（一般無料開放）
日時：3月15日（木）14:00～16:45
場所：キャンパス内 稲盛ホール 大ホール

懇親会
開催場所・日程(予定)
ビックダイニング（生協食堂）
北海道科学大学
日時：3月15日（木）18:00～20:00（予定） 2019年3月12日（火）～14日（木）
場所：キャンパス内 大学生協「ビック
ダイニング」
参加費：一般（5,000円），学生・同伴
(2,500円)どちらも税込み

イーグレひめじ
2018年9月4日（火）～5日（水）

会場：灘菊酒造「西蔵」
日時：2018年9月4日（火）19:15～21:15
参加費：一般：5,000円，学生：2,000円

岩手大学
2019年9月3日（火）～4日（水）（予
定）

会場：徳島大学 生協食堂Kirara
日時：2018年9月13日(木)18:00～20:00
会費：一般6,000円、学生3,000円

広島工業大学（予定）

【特別講演】
日時： 平成30年9月4日(火) 17:00～18:15
テーマ：姫路城の魅力〜美と知と技〜
講師： 萩原さちこ氏 （城郭ライター・編集者）
徳島大学 常三島キャンパス
2018年9月12日（水）～14日（金）

2020年

2021年

開催場所・日程(予定)
開催場所・日程(予定)
東京電機大学 東京千住キャンパス 関西地区
2020年3月11日（水）～13日(金）

【特別企画】
日時：2018年9月13日（木）13：40～17：40
会場：総合科学部地域連携プラザ 2 階けやきホール
Ｂ部門活動状況の紹介
13：40 ～ 14：00
研究・技術功労賞表彰式 14：00 ～ 14：20
パネルディスカッション 14：30 ～ 16：30
テーマ：電力系統シミュレーション技術をめぐる動向～国内外の
再エネ導入，直流連系導入は，シミュレーション技術を
どう変えていくか～
コーディネータ： 中島 達人 氏（東京都市大学）
特別講演 16：40 ～ 17：40
演 題： エレキテルと平賀源内
講 師： 砂山 長三郎 氏（平賀源内記念館 館長）
Ｃ部門大会

北海道大学
2018年9月5日（水）～8日（土）
【特別講演】
日 時：9月6日(木) 16:00～17:00（予定）
テーマ：グローバルビジネスにおける知的財産マネージメント
講 師：松尾 望 氏
(古河テクノリサーチ株式会社取締役 総務部長
北海道大学 新渡戸カレッジ フェロー)
【先端技術セミナー】
日 時：9月5日(水) 16:50～18:20（予定）
テーマ：ブロックチェーン技術とその技術的背景
講 師：田中圭介教授，デファゴ クサヴィエ教授
（東京工業大学）
【英語セミナー 英語での学会発表～実用的なテクニックについて】
日 時：9月5日(水) 12:40～13:40（予定）
テーマ：英語での学会発表 ～実用的なテクニックについて
講 師：Peter Lambert氏（株式会社トム）
【学生セミナー ～学生と企業の技術者の交流会】
日 時： 9月6日(木) 9:30～12:00（予定）
内 容：学生と企業の技術者との交流会を実施します。

会場：京王プラザホテル札幌 (エミネンス) 琉球大学
日時：2018年9月6日(木)18:30～20:30
2019年9月4日（水）～7日（土）予定
会費：一般5,000円、学生2,000円
※9月7日（土）は技術見学会を開催
予定

Ｄ部門大会

横浜国立大学
2018年8月28日（火）～30日（木）
詳細：http://www.iee.jp/ias/?page_id=89
・ プレナリーセッション
・ 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
・ ヤングエジニアポスターコペティション（YPC）
・ テクニカルツアー
・ 懇親会
・ 企業展示
・ 大学展示 （予定）
・ 女性エンジニアの会
・ 博士課程学生の会 （予定）
・ 子ども理科体験教室（8/12予定）

会場：横浜ローズホテル（横浜中華街）
日時：2018年8月29日（水）18:30－20:30
会費：一般6,000円、学生3,000円

Ｅ部門大会

札幌市民交流プラザ
2018年10月30日（火）～11月1日（木）

【Mixer】
日時：2018年10月30日（火）18:35～20:05
会費：無料

大会名
北海道支部
連合大会
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

長崎大学 文教キャンパス
2019年8月20日（火）～22日（木）

平成30年部門大会にて発表

平成30年(2018年）

2019年

2020年

2021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)

北海道大学
2018年10月27日（土）
岩手大学
2018年9月6日（木）～7日（金）
東京電機大学 東京千住キャンパス
2018年8月31日（金）
名城大学
2018年9月3日（月）～4日（火）
北陸先端科学技術大学院大学
2018年9月8日（土）～9日（日）
大阪工業大学
2018年12月1日（土）～2日（日）
広島市立大学
2018年10月20日（土）
愛媛大学
2018年9月22日（土）
大分大学
2018年9月27日（木）～28日（金）
平成30年(2018年）

2019年

2020年

2021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)

電子情報通信学会
東京電機大学（東京）
総合大会
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）

広島大学（東広島市）
2020年3月17日(火)～20日(金)

電子情報通信学会
ソサイエティ大会 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）

徳島大学（徳島市）
2020年9月15日（火）～18日（金）

熊本大学
2021年9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9日（土）～12日(火）
（日程変更）

上智大学 四谷キャンパス
2020年3月12日（木）～15日（日）

青山学院大学 相模原キャンパス
2021年3月16日(火)～19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）

同志社大学
2020年9月8日（火）～11日（金）

早稲田大学 西早稲田キャンパス
2018年3月13日（火）～15日（木）

福岡大学 七隈キャンパス
2019年3月14日（木）～16日（土）

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
金沢大学 角間キャンパス
学会年次大会
2018年8月29日（水）～31日（金）
照明学会全国大会
神戸大学 六甲台第2キャンパス
2018年9月11日（火）～13日（木）
日本機械学会年次
関西大学
大会
2018年9月9日（日）～12日（水）
大会名
The
International
Conference on
Electrical
Engineering
International
Symposium on
Power
Semiconductor
Devices & Ics

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)

2019年
開催場所・日程(予定)

2020年
開催場所・日程(予定)

2021年
開催場所・日程(予定)

Korea University（ソウル，韓国）
2018年6月24日（日）～28日（木）

香港（場所未定）
2019年7月3日（水）～6日（土）

日本（高松）

中国

Palmer House Hilton Hotel（シカゴ，アメリカ）
2018年5月13日（日）～17日（木）

上海，中国

欧州

日本
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