
  

     公益社団法人 日本分光学会 
平成２６年度 事 業 計 画 

平成 26 年４月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 
 
１．学術集会事業 
 1. 講演会等会合 

(1) 平成 26 年 5 月 26 日（月）～5 月 28 日（水） 於 （独）理化学研究所 和光キャ

ン 
 パス 鈴木梅太郎記念ホール（和光市） 

   平成 26 年度年次講演会 
   国際シンポジウム（5 月 27 日~28 日）主題：「超高速分光の最前線」 
  (2) 平成 26 年 9 月 3 日（水）～9 月 5 日（金）  於 幕張メッセ国際会議場 
   第 50 回夏期セミナー   

主題：「高感度分光法」，「テラヘルツ分光法」，「蛍光分光法」 
  

2. 専門部会 
  (1) 平成 26 年 5 月 16 日（金）~17 日（土） 於 東京大学大学院総合文化研究科（東京） 
   高分解能分子分光部会シンポジウム（第 13 回分子分光研究会）  
   主題：「分子や分子集合体等の基底・励起状態における分子構造，電子構造およびダイ

ナミクスに関する実験的・理論的研究」 
  (2) 平成 26 年 8 月 4 日（月）~6 日（火） 於 沖縄科学技術大学院大学（沖縄市） 
   テラヘルツシンポジウム 
   主題：「Frontier of Terahertz Science（テラヘルツ科学の最前線） 
  (3) 平成 26 年 7‐8 月予定  於 東京大学薬学部，（文京区）  
   NMR 分光部会シンポジウム   
   主題：「NMR データを有効に活かす計算科学」 
  (4) 平成 26 年 12 月 5 日（金），（予定）  於 東京工業大学すずかけ台キャンパス（横 
   浜市） 
   先端レーザー分光部会シンポジウム 
   主題：「若手研究者たちによる先端的レーザー分光シンポジウム」 
   (5) 平成 26年 11 月～12月（予定）  於 名古屋工業大学（予定）（名古屋市） 

   生細胞分光部会シンポジウム   
   主題：「生物・細胞およびその関連分子の分光学と分子科学」 
  (6) 平成 26年 12 月（予定）  於 東北大学（仙台市） 

   高感度表面・界面分光部会第 6回シンポジウム   

   主題：「高感度表面・界面分光に関する最先端研究成果を網羅するとともに，基礎とな 

   るサイエンスや技術的課題について詳しく紹介するためのシンポジウム」 

  (7) 平成 27年 1月中～下旬   於 府中市グリーンプラザ大会議室の予定（府中市） 

   第 10 回近赤外分光部会シンポジウム 

主題：「近赤外分光法，次の 10年を考える（仮題）」 

  (8) 平成 26 年 12 月（予定）  於 関西地区 
   赤外ラマン分光部会セミナー 
   主題：「近年の赤外ラマン分光の進展について」 
 

3.地方支部 

  (1) 北海道支部 

     1)平成 26年 7～10月頃を予定  於 北海道大学理学研究院（札幌市） 
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    2014年度日本分光学会北海道支部シンポジウム 

    講演テーマ：「未定」 

  

  (2) 東北支部 

   1) 平成 26年 月未定  於 東北大学金属材料研究所（仙台市） 

        東北大学金属材料研究所ワークショップ 

    主催 東北大学金属材料研究所，協賛 日本分光学会東北支部ほか 

   2) 平成 26 年 月未定  於 東北大学金属材料研究所（仙台市） 

    第 34回物理化学コロキウム・シンポジウム 

    主催 日本化学会東北支部， 共催 日本分光学会東北支部 

   3) 外国人講演会の主催・共催（2～3件を予定） 

  (3) 中部支部 

   1) 平成 26年 月未定   於 （未定） 

    北陸ブロック 平成 26年度講演会・見学会 

   2) 平成 26年 月未定  於 （未定） 

    東海・信州ブロック 平成 26年度講演会・見学会 

   3) 平成 26年 月未定  於 （未定） 

    北陸ブロック 平成 26年度講演会・見学会 

   4) 平成 27年 月未定  於  (未定) 

    東海・信州ブロック 平成 26年度講演会・見学会 

   5) 平成 27年 月未定  於  （未定） 

    東海・信州ブロック 平成 26年度講演会・見学会 

   (4) 関西支部 

   1) 平成 27年 3月上旬  於 未定 

     平成 26年度日本分光学会関西支部総会 

   2) 平成 26年 6月     於 未定 

     平成 26年度日本分光学会関西支部講演会・見学会（第 1回） 

   3) 平成 27年 3月    於  未定 

     平成 26年度日本分光学会関西支部講演会・見学会（第 2回） 

   4) 平成 26年 11月    於  未定 

     平成 26年度最近の分光学の進歩に関する講演会 於 未定 

   5) 年度内に 3回の幹事会を開催 日時・場所 未定 

  (5) 中国四国支部 

   1)平成 26年 12月予定   於 広島大学（東広島） 

    中国四国支部総会 

   2)平成 26年 8月予定   於  広島大学（東広島） 

    広島地区講演会 

   3)平成 26年 12月予定   於  広島大学（東広島） 

    支部年次講演会 

   4）平成 26年 9月予定   於  島根大学（松江市） 

    講演会 

    第 31回シクロデキストリンシンポジウム 

   5)平成 26年 時期未定 於  マツダ（株）府中工場（広島市） 

    見学会  

  (6) 九州支部 

 １．分光学に関する講演会 

   1)平成 26年 6月下旬予定   於 九州大学（予定） 

    分光分析に関する研究会 

   2)平成 26年 7月下旬予定   於 九重共同研究所（大分） 

    九州分光学関連夏期セミナー 
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   3)平成 27年 2月上旬予定   於 九州大学（予定） 

    日本分光学会九州支部研究会 

   ２．支部幹事会 

    平成 27 年 2月（予定）   於 九州大学（予定） 

 

２．学術誌等発行事業 
 (1) 会誌の発行 
  「分光研究」第 63 巻 2 号～6 号，第 64 巻 1 号を毎偶数月に発行する。 
(2) その他の資料の発行 
 1) 平成 26 年度（第 50 回）夏期セミナーテキストを発行する。 
 2) 平成 26 年度年次講演会要旨集を発行する。 
 3) 各専門部会シンポジウムテキストを発行する。 
 
 
３．学術交流事業 
 (1) 年次講演会において，国際シンポジウムを実施する。 
 (2) 他学会開催の学術集会に共催・協賛・後援を行う． 
 (3) 他学会関係の学術集会等の案内を日本分光学会発行の「分光研究」に掲載するととも 
   ホームページでも紹介を行う。 
 
４．学術研究奨励事業 
 表彰関係 

 (1) 日本分光学会賞（公募）を平成 26 年度年次講演会において授与する。 
 (2) 日本分光学会奨励賞（公募）を平成 26 年度年次講演会において授与する。 
  (3) 日本分光学会賞（平成 27 年度）を公募する。 
 (4) 日本分光学会奨励賞（平成 27 年度）を公募する。 
 (5) 他機関から依頼された褒章に関し，受賞候補者を選定する。 
 
5．その他の事業（ホームページ、展示会出展等） 
 (1) ホームページの英文ページを拡充する。 
 (2) 2013 合同展（平成 26 年 9 月 3 日~5 日 於 幕張メッセ）に出展し，学会活動について

紹介する。 
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