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■  ご　案　内

　会場は日本大学理工学部船橋キャンパスです（p.1 参照）．
　総合受付は14号館1Fロビーです．講演会場は2号館・10号館・
11号館・12号館・13号館・14号館・階段教室および理工スポーツホー
ルです．会場間の移動の際にはこのことを十分お含み置き下さい．

　プログラム編成の都合により，一般講演の中には講演申込みの際
の希望分科によらないで，編集されているものもあります．お申込
みの講演が希望分科に含まれていないようでしたら，関連分科をお
調べください．

　口頭講演では一般および招待ともPCプロジェクタを使用します．
講演される方は，PCプロジェクタの使用に関するご案内（p.22参照）
をご覧いただき，準備に当ってください．
　ポスターセッションでは，1講演につき 5分の口頭講演（ショー
トプレゼンテーション）を行う分科があります（p.23 参照）．

　会期中，電話のとりつぎはいたしません．ただし呼出しビラの掲
示による連絡は行っておりますので，ご利用ください（申し込みは
会期中大会本部 047-465-9970）．

●第 23回応用物理学会「講演奨励賞」贈呈式（公開）
と　　　き 2008 年 3月 27 日（木）12：00 ～ 12：45
と　こ　ろ 日本大学理工学部船橋キャンパス
　　　　 12 号館 2F-1221（NB会場）

●応用物理学会評議員会
と　　　き 2008 年 3月 27 日（木）16：30 ～ 17：30
と　こ　ろ 日本大学理工学部船橋キャンパス
　　　　 12 号館 2F-1221（NB会場）

●応用物理学会業績賞・研究分野業績賞授賞式
と　　　き 2008 年 3月 27 日（木）17：30 ～ 18：10
と　こ　ろ 日本大学理工学部船橋キャンパス
　　　　 12 号館 2F-1221（NB会場）

●特別シンポジウム（p.14参照）
「応用物理学の将来ビジョン
 - 2040年に向けたアカデミックロードマップ-」
と　　　き 2008 年 3月 28 日（金）10：00 ～ 17：40
と　こ　ろ 日本大学理工学部船橋キャンパス
　　　　 階段教室 2F大教室（V会場）

●人材育成・男女共同参画第 5回シンポジウム（p.15参照）
人材育成・男女共同参画委員会企画「新しい時代を切り開く理工系人材
 -産学人材育成パートナーシップ-」
と　　　き　 2008 年 3月 29 日（土）13：00 ～ 17：30
と　こ　ろ　 日本大学理工学部船橋キャンパス
 階段教室 2F小教室（W会場）

● APEX・JJAPフレンドシップミーティング（p.16参照）
「離陸した APEXを大いに語る・本音の討論
 同時開催・ぴーたーせん先生論文英語講座」
と　　　き 2008 年 3月 27 日（木）13：10 ～ 17：00
と　こ　ろ 日本大学理工学部船橋キャンパス
　　　　 階段教室 2F小教室（W会場）

●懇親会
参加者の親睦をはかるため，気軽な懇親会を計画いたしました．
ふるってご参加ください．（定員 250 名，定員になり次第締め切り
ます．）
と　　　き 2008 年 3月 27 日（木）18：30 ～ 20：00
と　こ　ろ 日本大学理工学部船橋キャンパス
　　　　 プラザ習志野ファラディーホール 2F
会費・申込 3,000 円　当日正午までに総合受付へ

参加費について
　学術講演会に出席される方は参加費：応用物理学会正会員 5,000
円，会員外 8,000 円，* 学生 3,000 円を総合受付にてお払い込みく
ださい．
　なお，APS（American Physical Society），EPS（European Physical 
Society），IOP（Institute of Physics），EDS（Electron Devices Society/
IEEE），LEOS（Lasers and Electro-Optics Society/IEEE），OSA（Optical 
Society of America），KPS（Korean Physical Society）会員，共催学
協会会員（p.1 参照）および応用物理学会分科会会員（A会員）は
応用物理学会正会員扱いとなります．
　参加費をお払い込みの方には参加票挟み込みの予稿集第 0分冊
［シンポジウム予稿と全分冊の予稿目次（分科別プログラム）を含む］
1部をお渡しいたします．なお，同第 0分冊を「会場渡」で事前予
約されている方は，当日「予約引渡所」に「予稿集予約引換券」を
提出してください．第 0分冊（参加票挟み込み）をお渡しします．
参加票には各自ご記名いただき会期中胸ポケットにつけておかれる
ようお願いします．
*会員・会員外にかかわらず学生（院生含む）はすべて学生価格と
  なります（受付にて学生証の提示を求めることがあります）．

講演予稿集について
　4分冊頒布となっています（頒布方法については機関誌「応用物
理」1月号に掲載）．分冊内容と頒価は下記の通りです．なお，第 0
分冊頒価には参加費が含まれています．

4分冊：各分冊ともA4判，シンポジウムは 1頁 2件，
　　　　一般講演は 1頁 3件の予稿を掲載

含まれる分科および内容 予約頒価
（1冊）

即売頒価
（1冊）

　　　※
第 0分冊
（参加費含）

全シンポジウム，全分冊の予稿目
次（分科別プログラム）

正会員
3,000 円

正会員
5,000 円

シニアの会員
2,000 円 -

学生
1,000 円

学生
3,000 円

会員外
6,000 円

会員外
8,000 円

第 1分冊

放射線 , 計測・制御 , プラズマ
エレクトロニクス , 応用物性 ,
超伝導 , 結晶工学 , 応用物理一般，
合同セッションD・F・G・K

3,500 円 5,000 円

第 2分冊

薄膜・表面 , ビーム応用 , スピン
トロニクス・マグネティクス , 半
導体A(シリコン),非晶質・微結晶,
合同セッションD・F・K

3,500 円 5,000 円

第 3分冊

光 , 量子エレクトロニクス , 光エ
レクトロニクス , 有機分子・バイ
オエレクトロニクス ,半導体B( 探
索的材料・物性・デバイス ), 合同
セッション F・G

3,500 円 5,000 円

● ※前出「参加費について」をご参照ください．
● 第 0分冊（参加費含）は，会員および学生は不課税，会員外は
内税です．第 1～ 3分冊はすべて内税です．

● 合同セッションについては，p.27 参照．
● 予稿集を予約されている方は，当日「予約引渡所」にて「予稿
集予約引換券」（応用物理学会より事前に送付したもの）を提出
してください．

● 予約（事後）郵送の場合は他に郵送料（諸掛かり含む）がかか
ります．

● 予稿集を予約申込されなかった方は，当日早目に総合受付即売
ブースにてお求めください．売り切れることもありますので，
その際にはご容赦ください．


