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サーキュラー 2号 

平成 29年 5月 1日 
発行：分子科学若手の会 夏の学校事務局 

http://www.ymsa.jp/ 

本サーキュラーでは、夏の学校の詳細・参加登録についてお知らせいたします。 
参加登録はWebサイト上にて行っていただけます。ぜひみなさま、ご検討くださいませ。 

1 夏の学校 概要 

夏の学校は全国の大学・研究機関から若手研究者・大学院生が集まる合宿形式の勉強会です。
参加者は 5つの分科会に分かれそれぞれのテーマについて議論することとしております。 
詳しくは、先に発行しましたサーキュラー1号あるいはWebサイトをご覧ください。 

日程： 2017年 8月 21日(月)～25日(金) 
会場：   分子科学研究所・教室 および 岡崎コンファレンスセンター 
    愛知県岡崎市明大寺町字伝馬 8-1  https://www.ims.ac.jp/ 
宿：    (8/21-24)グリーンホテルリッチ徳川園 
         愛知県岡崎市明大寺町字狐塚 26 番 http://www.tokugawaen.com/ 

     (8/21-24)岡崎セントラルホテル 
         愛知県岡崎市明大寺町字耳取 34 番地 http://www.okazaki-centralhotel.com/ 

     (8/24-25)松風園 
         愛知県蒲郡市三谷町鳶欠 14-4 http://www.shofuen.jp/ 
参加費： 30000円 – 35000円 （4泊 5日 食事つき） を予定 

2 参加登録 

参加登録は夏の学校Webサイトにて受け付けます。登録は必ず、各個人単位でそれぞれ行って
ください（大学・研究室単位での登録は致しません）。入力する情報は次ページの通りです。 
* 印は必須項目となっております。参加申し込みフォームは分子科学若手の会への入会登録を
兼ねております。参加登録期間は 5月 1日(月) – 5月 31日(水)です。なお、参加者が定員に達
した場合は予告なく登録を打ち切る場合がございます。ご了承ください。 

http://www.ymsa.jp/
https://www.ims.ac.jp/
http://www.tokugawaen.com/
http://www.okazaki-centralhotel.com/
http://www.shofuen.jp/


3 参加登録時に記入いただく情報 

項目 例 備考 

基本情報 

姓 * 田中   

姓(ふりがな) * たなか   

名 * 太郎   

名(ふりがな) * たろう   

性別  * 男   

所属大学/機関  * 東京大学大学院   

専攻・学科  * 理学系研究科化学専攻   

指導教官名(フルネーム) * 櫻井錠二   

学年  * D2   

メールアドレス  * hogefuga@chem.s.u-tokyo.ac.jp   

研究室の郵便番号  * 113-0033   

研究室の住所  * 
東京都文京区本郷 7-3-1 

理学部化学本館 9999 
建物・部屋番号まで 

研究室の電話番号  * 03-5841-****   

内線番号 1****   

交通費補助希望  * 希望する 後述(5.交通費補助) 

過去の夏の学校  * 初めて参加する   

分子科学若手の会メーリス  * 登録を希望する   

分子科学会会員番号   
お持ちの方は 

記載してください 

夏の学校をどこで 

知りましたか？  * 
Web サイトを見た   

夏の学校での参加内容 

参加する分科会  * 第一分科会   

分科会の内容に対する 

現在の理解度  * 
多少知っている   

ポスター発表  * 発表する D の方は必須 

ポスタータイトル 分子科学の研究   

レクで興味のある事柄は？ * 散策  

レクに対するご意見 疲れない範囲で交流したい  

夏の学校 しおり掲載事項 
自身の専門分野・研究内容 

についての簡単な紹介  * 
分子科学者がいどむ 12 の謎   

おすすめの参考書 アトキンス   

趣味  * 料理   

ひとこと  * 週末はどこへ行こう   

備考・キャンセルの可能性 

アレルギー等・その他要望等 
○○アレルギーのため配慮希望 

何でもお気軽に 

ご記入ください 



4 ポスター発表 

夏の学校では参加者によるポスター発表・議論の時間を設定しています。 
ポスター発表は D(博士課程)以上の方は原則必須、M2(修士課程 2年)の方は推奨、M1及び
B4(学部 4年)の方も是非発表をお願いします。これからの研究計画、練習実験の結果について
のポスターも歓迎いたします。要旨の提出・掲載などは予定しておりません（タイトルを除
き、当日の発表以外、記録等が残ることはほぼ無いと想定しています）。 
ポスターの発表タイトルは暫定版でも構いません。変更を希望される場合は 7月末日までに、
分子科学若手の会事務局代表 沖野までご連絡ください。 

5 参加費と交通費補助 

夏の学校への参加費は、4泊 5日(食事つき)で 30,000 – 35000円を予定しております。実際の
金額、振込先口座は参加者の人数が確定したのちにお知らせいたします。また、分子科学若手
の会夏の学校では参加者の経済的負担を軽減するため、交通費の補助を行っております。 
交通費補助の対象者は、次の条件をすべて満たす参加者です。 

１．学振 DC・リーディング大学院などの給付型奨学金を受給していない 
２．研究室からの参加補助を受けていない 
３．標準鉄道交通費(遠方の場合は空路)が往復 15,000円以上 

支給額は、標準鉄道交通費の 1/3 から 1/2 程度(昨年度実績)を予定しております(確約するもの
ではございません)。前回不参加の研究室からの参加者には、予算に応じて増額いたします。 

6 個人協賛・寄付のお願い 

分子科学若手の会では、夏の学校の参加者の金銭的な負担を軽減するため、皆様からの協賛・
寄付を募集しております。いただいた寄付は次の目的で使用させていただく予定です。 

◦講師の先生方の宿泊費、交通費、謝金 ◦講義室などの施設使用料 
◦遠方からの若手参加者への交通費の補助 

協賛についてのお問い合わせはお手数ですが、以下のメールアドレスへご連絡下さい。 

個人協賛のお問い合わせ: desk1@ymsa.jp 

例年通り、夏の学校の講義テキスト配布をもってお礼とさせていただきたいと存じます。 

mailto:desk1@ymsa.jp


7 時間割 

現時点で予定されている夏の学校の時間割です。6月下旬には確定します。
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