2009年度 G-COE新炭素資源学

SYMPOSIUM &
WORKSHOP
SYMPOSIUM シンポジウム
The 3rd International Symposium on Novel Carbon Resource Sciences

主催

Advanced Materials, Processes and Systems toward CO 2 Mitigation
日 時：2009年11月2日〜3日
場 所： 九州大学筑紫キャンパス C-CUBE1階

筑紫ホール、E棟1階

第三講義室

The 4th International Symposium on Novel Carbon Resource Sciences

主催

Environmental Science and Technology
日 時：2009年12月12日〜13日
場 所：中国 上海交通大学

九州大学G-COE「新炭素資源学」
・JCOAL公開講座

主催

〜私たちの未来を支えるエネルギーと生活を考えよう〜

日 時：2009年11月1日
場 所：九州大学筑紫キャンパス C-CUBE

G-COE 第 1 回生活環境系国際シンポジウム

主催

室内環境と健康・快適性予測に関する最新動向

日
場

時：2009年6月27日
所：九州大学筑紫キャンパス C-CUBE 3F

303講義室

「元素相乗系化合物の化学」第４回若手国際シンポジウム

共催

The 4th International Symposium for Young Elements Chemists: 2009 Workshop on Organometallic Chemistry

日 時：2009年10月28日〜29日
場 所：九州大学筑紫キャンパス 共通事務棟3階

第13回ケイ素化学協会シンポジウム

共催

日 時：2009年10月30日〜31日
場 所：佐賀県 唐津ロイヤルホテル

ユビキタス情報化社会を支える光利用有機・高分子化学 第2回国際シンポジウム

共催

日 時：2009年11月4日
場 所：九州大学筑紫キャンパス 総合理工学府3番講義室
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SYMPOSIUM & WORKSHOP
The 11th Cross Straits Symposium (CSS-11) on Materials, Energy, and Environmental Sciences
日
場

時：2009年11月12日〜13日
所：韓国・釜山大学

International Symposium on Resource Development in the Ocean

日
場

時：2009年12月3日
所：九州大学筑紫キャンパス 応用力学研究所６階

第2回生活環境系国際シンポジウム
日
場

共催

日
場

主催

日
場

共催

時：2010年2月24日
所：九大筑紫キャンパス 先導物質化学研究所

時：2009年12月8日〜12月9日
所：西新パレス

九州大学G-COE「新炭素資源学」特別講演会

2009 Sino-Australian Symposium on Advanced Coal and Biomass Utilization Technologies

共催

日
場

特別講演会

時：2009年12月9日〜11日
所：中国・武漢 East Lake Hotel

日
場

日
場

WORKSHOP ワークショップ
共催

時：2009年5月27日〜29日
所：大分県 大丸旅館

時：2009年6月19日
所：九州大学筑紫キャンパス C-CUBE1階

日
場

時：2009年6月26日
所：九州大学筑紫キャンパス C-CUBE1階

日
場

共催

17

時：2009年8月29日
所：福岡県 田川市市民会館（中央公民館）
主催

時：2009年9月15日
所：九州大学筑紫キャンパス 産学連携センター 3F

時：2009年11月4日
所：九州大学伊都キャンパス 総合学習プラザ第12講義室

時：2009年10月30日
所：九州大学筑紫キャンパス C-CUBE 1階

（伊都地区）
日 時：2010年2月24日
場 所：九州大学伊都キャンパス CE11棟2階

筑紫ホール

2nd G-COE International Workshop on Energy and Environment in Chemical Engineering
日
場

共催

研修室

共催

時：2010年3月2日
所：九州大学筑紫キャンパス C-CUBE 3F

主催

主催

中央棟111号室

会議室

九州大学 G-COE「新炭素資源学」特別講演会
日
場

リチウムイオン電池、ユーザー企業の取り組み

筑紫ホール

（筑紫地区）
日 時：2010年2月22日
場 所：九州大学筑紫キャンパス 先導物質化学研究所

学生 Workshop

時：2009年9月28日
所：九州大学筑紫キャンパス C-CUBE1階

筑豊 ─アジア未来塾

筑紫ホール

九州大学 G-COE「新炭素資源学」特別講演会

筑紫ホール

「ユビキタス情報化社会を支える光利用有機・高分子化学」プロジェクト
有機金属化学・有機合成化学

日
場

共催

大気環境モデルグループセミナー

九州大学 G-COE「新炭素資源学」特別講演会

先導物質化学研究所ワークショップ 共催
International Workshop on Development of Environmentally Friendly Functional Materials
日
場

応用力学研究所

訪問教授講演会（G-COE セミナー）

The 2nd Kyushu University - Korea University Joint Workshop on Functional Materials

主催

時：2009年6月5日
所：九州大学筑紫キャンパス 総合理工学府 １番講義室

特別講演会

日
場

112講義室

LECTURE & SEMINAR 講演会

共催

地球科学技術に関する国際シンポジウム 2009

日
場

共催

時：2009年12月4日
所：九州エネルギー館

Cooperative International Network for Earth Science and Technology
日
場

主催

時：2009年12月11日
所：中国 上海交通大学

若手化学者・研究交流会 2010

多目的研究交流会議室（601号室）

建築環境と健康維持・増進

The 2nd SJTU-KU Joint Workshop on Environment and Energy Issues in
Relation with Novel Carbon Resource Sciences ─ 日中セミナー ─

主催

303講義室
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SYMPOSIUM & WORKSHOP
協賛・後援セミナー

エネルギーベストミックス講演会

インドネシア国ガジャマダ大学産学地連携総合計画プロジェクト(Hi-LINKプロジェクト)
JICA技術協力プロジェクトを通じた九州大学による国際協力「インドネシア国ガジャマダ大学における産学地連携支援」

日
場

時：2009年6月2日
所：九州大学国際ホール

【講演者】Satryo Soemantri B.（バンドン工科大学 教授/豊橋技術科学大学 客員教授/前インドネシア高等教育総局長）
糸井 龍一（九州大学 工学研究院 教授）
泉 泰雄（国際開発アソシエイツ パーマネント・エキスパート/神戸大学客員教授）
Danang Parikesit（インドネシア ガジャマダ大学 Institute for Research and Community Services 教授）
小寺山 亘（九州大学 応用力学研究所 特任教授）
安福 規之（九州大学 工学研究院 教授）
上田 大輔（独立行政法人国際協力機構 人間開発部高等教育・社会保障グループ 高等・技術教育課 調査役）

日
場

時：2010年2月27日
所：アクロス福岡 ７階大会議室

【講演者】松尾
橘川
浅野
大野
澤地

雄司
（（財）
日本エネルギー経済研究所 主任研究員）
武郎（一橋大学大学院 商学研究科 教授）
浩志（（財）電力中央研究所 上席研究員）
栄嗣（トヨタ自動車株式会社 CSR・環境部 部長）
孝男
（（独）建築研究所 環境グループ長）

化学への招待 夢・化学-21 九州大学筑紫キャンパス一日体験化学教室
日
場

時：2009年7月25日
所：九州大学筑紫キャンパス C-CUBE

第3回稲盛フロンティア研究講演会 〜明日を拓くセラミックス材料の基礎、機能と応用〜
Fundamentals, Functions and Applications of Ceramic Materials
日
場

時：2009年11月13日
所：九州大学伊都キャンパス 稲盛財団記念館内

稲盛国際ホール

【講演者】Mark Towler（アルフレッド大学 Kazuo Inamori School of Engineering 教授)
Scott Misture（アルフレッド大学 Kazuo Inamori School of Engineering 教授)
Doreen Edwards（アルフレッド大学 Kazuo Inamori School of Engineering 教授)
Alastair Cormack（アルフレッド大学 Kazuo Inamori School of Engineering 教授)
鈴木 俊男
（産業技術総合研究所）
榎本 尚也（九州大学 工学研究院 准教授）

第137回ＫＡＳＴＥＣセミナー
日
場

時：2009年11月27日
所：九州大学筑紫キャンパス 産学連携センター ３階研修室

【講演者】内山 政弘（国立環境研究所 主任研究員/九州大学 産学連携センター 客員教授）
泉 順（吸着技術工業㈱ 代表取締役社長/九州大学 産学連携センター 客員教授）

先導物質化学研究所講演会『高効率炭素資源変換に向けた反応場設計および触媒反応工学の新展開』
日
場

時：2009年12月7日
所：九州大学筑紫地区 先導物質化学研究所1階

111号室

【講演者】佐藤 剛史（宇都宮大学 工学研究科 助教）
渡邉 賢（東北大学 工学研究科 准教授）
小倉 鉄平（九州大学 稲盛フロンティア研究センター 特任助教）
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