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一般講演発表 Oral Presentations 

Aa、Ab、Ac、Ba、Bb、Ca、Cb、Da、Db、E、Fa、Fb、Fc、Fd 

(講演 15分、討論 5分)(Presentation 15 min, Discussion 5 min) 

全学教育棟本館 (Liberal Arts and Sciences Main Building) 

ポスター発表 Poster Presentations 

9月 21日(土) 13:00〜15:00、23日(月) 9:00〜11:00 

全学教育棟本館 (Liberal Arts and Sciences Main Building) 

発表討論主題 General Sessions (Oral and Poster Presentations) 

 (A) 錯体の合成と性質  

 Syntheses and Characterization of Coordination Compounds 

 (B) 錯体の構造と電子状態 

  Geometrical and Electronic Structures of Coordination Compounds 

 (C) 錯体の反応 

  Reactions of Coordination Compounds 

 (D) 有機金属錯体 

  Organometallic Compounds 

 (E) 生物無機化学 

  Coordination Compounds related to Bioinorganic Chemistry 

 (F) 錯体の機能と応用 

  Functionalities and Applications of Coordination Compounds 



発表に関する留意事項 

1. 口頭発表(一般発表)の持ち時間は、発表 15分、討論 5分の合計 20分(発表者交代の時

間を含む)です。講演開始ののち、12 分後、15 分後および 20 分後にそれぞれ 1 回、2

回、3回ベルを鳴らしますので、時間厳守にご協力ください。 

 

2. 口頭発表(一般講演)の最後 2桁の数字は、講演時間に一対一で対応していません。講演

の時間は必ずプログラムでご確認ください。 

 

3. 2〜3 講演毎に 5 分間のコンピュータ接続のための準備時間を設けております。講演者

は、この時間に各自のコンピュータを指定されたケーブルに接続して、動作確認などを

行うようにしてください。 

 

4. ポスター発表の時間は、講演番号の末尾が奇数の場合、1 日目 13:00〜14:00、3 日目

9:00〜10:00、偶数の場合、1 日目 14:00〜15:00、3 日目 10:00〜11:00 です。ただし、

ポスター賞に応募された方は、1 日目 13:00〜15:00 のすべての時間を発表時間としま

す。この間にポスター賞の審査を行いますので、発表者は、ポスターの前を離れないで

ください。審査時に不在の場合は、審査の対象となりません。 

 

5. ポスター賞に応募された方は、ポスター賞応募講演であることを示す星印を講演番号付

近に必ず掲示してください。星印は、ポスター会場に準備してあります。 

 

6. ポスター賞の審査結果は、9 月 22 日午後、豊田講堂 1F ロビーに掲示して発表します。

応募者は、結果のご確認をお願いします。 

 

7. ポスター賞受賞者は、9 月 22 日の懇親会に招待されます。出席のほどよろしくお願い

いたします。  



Notes for Presentations 

 

1. General oral presentations should be finished around 15 min (bell will ring around 12 and 15 

min). Total time including presentation, discussion, and changing should be finished within 20 

min. 

 

2. For all oral presenters, please check carefully your presentation schedule. 

 

3. Bring your own computer for your presentation. Every two or three presentations will have one 

session with 5 min break for the connection of computers. For the case of the trouble for computer 

connection, please take the presentation data with USB memory. 

 

4. Poster presenter should present their research results during 1st day 14:00-15:00 or 3rd day 10:00-

11:00 with even poster numbers or during 1st day 13:00-14:00 or 3rd day 9:00-10:00 with odd 

poster number. However, applicants for poster award should spend all the time for poster 

presentation (1st day 13:00-15:00). If the presenter was not available when the reviewer came, 

the poster would not be reviewed.  

 

5. Thumbtacks for putting the poster are prepared in the desk for poster. Applicants for poster award 

should receive the ☆ identifying mark in the desk for poster, and please put the ☆ identifying 

mark on your poster board. 

 

6. Names for poster awardees will be announced at Toyoda Auditoriam Hall 1st flour lobby (22nd 

afternoon, September). 

 

7. All the poster awardees will be invited to the banquet (22nd(Sun)) with free of charge. 

 


