
 
＜錯体化学若手の会ニュース＞ 2014年度第 1号 

           2014年 5月発行 

 

錯体化学若手の会事務局 

 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-1 

 大阪大学大学院理学研究科化学専攻 

     吉成信人 

 TEL: 06-6850-5786; FAX06-6850-5766 

錯体化学若手の会ホームページ                              E-mail: nobuto@chem.sci.osaka-u.ac.jp 

http://www.sakutai.jp/yccaj/  

 

 

目次 
(1) 錯体化学若手の会 2014年度事務局よりご挨拶 

(2) 錯体化学若手の会夏の学校 2014のご案内 

(3) 第 64回錯体化学討論会シンポジウムのご案内 

(4) 第 50回 錯体化学若手の会近畿地区勉強会の案内 

(5) 平成 26年度 錯体化学若手の会関東支部前期勉強会の案内 

(6) 2014年度錯体化学若手の会北海道支部第１回勉強会の案内 

(7) 錯体化学若手の会 2013年度会計報告 

(8) 入会案内 

 

 

(1)  2012 年度事務局よりご挨拶 
 

大阪大学大学院理学研究科 吉成信人 

 

 錯体化学 2013年度の事務局は、吉成信人（阪大院理）・越山友美（九大院理）の 2名で担当させてい

ただきます。錯体化学若手の会では、錯体化学関連の若手研究者および錯体化学を志す学生のエンカレ

ッジおよび相互親睦を図るため、様々な行事（夏の学校やシンポジウムなど）を企画しております。例

年同様、各支部の勉強会も開催予定です。周りの学生や博士研究員をお誘いの上、積極的にご参加頂け

れば幸いです。ここ数年、錯体化学会でも「国際化」「英語化」の流れが明確化しつつあります。我々

錯体化学若手の会でも、微力ではありますが、上記企画を通じて、国際的に活躍できる若手研究者の育

成をサポートできればと考えております。 

最後になりましたが、若手の会の活動を円滑に行えるよう努力していきますので、よろしくお願いい
たします。 



(2)  錯体化学若手の会夏の学校 2014 のご案内 
東京大学大学院理学系研究科化学専攻 草本 哲郎 

 
錯体化学若手の会夏の学校 2014開催案内および若手講演募集 

 
http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/users/inorg/sakutaiwakate-ss2014.html 

 
2014年度の錯体化学若手の会夏の学校は、関東支部がお世話させていただくことになりました。千葉県
長生郡のホテルサンシャイン白子にて、8月 1 日(金)より 2泊 3 日の日程で開催いたします。開催場所
として選びましたホテルサンシャイン白子は、見渡す限り続く砂浜が有名な九十九里浜の直近に位置し
ます。夏の海を満喫できるのはもちろんのこと、温泉やテニスなども楽しむことができ、皆様にとって
よいリフレッシュになるでしょう。喧騒から少し離れたこの場所で、錯体化学の未来を担う全国各地の
若手研究者の皆様と熱く深い議論ができればと思っております。 
恒例になりました参加者によるポスターセッションも予定しております。より多くの皆様の参加を世話
人一同心よりお待ちしております。 
 
日    時：平成 26年 8月 1日（金）から 8月 3日（日） 
場    所：ホテル サンシャイン白子 
〒299-4215 千葉県長生郡白子町中里 4507-2 
http://www.sunshine-shirako.jp/ 
定    員：150人 
会費 （予定）：一般 25,000円、学生 20,000円 
参加申込締切：平成 26年 6月 6日（金） 
申し込み方法：夏の学校ホームページ 
(http://www.chem.s.u-tokyo.ac.jp/users/inorg/sakutaiwakate-ss2014.html)より申し込み用 Excel ファイルをダ
ウンロードの上、1)氏名（ふりがな）、2)性別、3)職名・学年、4)所属機関、研究室、5)連絡先(郵便番号
、住所、電話番号、 e-mail アドレス )、6) 発表希望（口頭・ポスター・無し）を明記して、
sakutai-wakate-ss2014@chem.s.u-tokyo.ac.jpまで e-mail にて記入した Excelファイルを添付してご連絡下
さい。取りまとめの都合上、できるだけ研究室単位でまとめてお申し込み下さい。 
 
講師の先生方（あいうえお順）： 
加藤 昌子 先生（北海道大学） 
菅原 正  先生（神奈川大学） 
藤田 誠  先生（東京大学） 
宮坂 等  先生（東北大学） 
持田 智行 先生（神戸大学） 
森田 靖  先生（愛知工業大学、大阪大学） 
 
若手研究者（ポスドク・学生）による講演を公募予定です。講演を申し込まれる方は、6月 6日（金）
までに sakutai-wakate-ss2014@chem.s.u-tokyo.ac.jpまでご連絡下さい。  
 
問合せ・申込先: 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7－3－1 
東京大学大学院 理学系研究科 化学専攻 無機化学(西原)研究室 
草本 哲郎 
TEL : 03-5841-4348 
FAX : 03-5841-4489 
E-mail : sakutai-wakate-ss2014@chem.s.u-tokyo.ac.jp 
 
世 話 人：草本 哲郎（東大）、菅谷 知明（早大） 



(3) 第 64回錯体化学討論会シンポジウムのご案内 
 

錯体化学若手の会 2014年度事務局 

九州大学大学院理学研究院 越山友美 

 

主題： Multidisciplinary Research Approaches by Young Scientists in the Field of Coordination Chemistry 

セッション： 英語セッション 

開催責任者： 越山 友美（九大院理）  

 

趣旨説明：本シンポジウムでは、錯体化学を軸として固体化学、光化学、高分子化学、理論化学、生物

化学などの異なる専門分野で研究を展開している 30代前半を中心とする新進気鋭の若手研究者にご講

演いただき、分野横断的なシンポジウムとすることで次世代を担う若手研究者の研究交流を促進し、新

たな研究展開を模索する機会とする。 

 近年、錯体化学が関連する研究分野は多岐に渡り、独創的な研究を模索している若手研究者にとって

、自身の研究とは異なる観点、発想、実験手法や技術などは、新たなアイデアを生み出すうえで非常に

重要である。興味深い最先端の研究が数多く報告されているものの、ポスドクや助教になって数年経っ

た若手研究者を中心とした分野横断的なシンポジウムの開催例はほとんどなく、互いの研究知識や技術

を共有し、活発な議論を交わす機会は非常に少ない。そこで本シンポジウムでは、錯体化学に関連した

様々な分野で研究を行っている若手研究者の皆様に最新の研究成果をご講演いただき、特に同世代の研

究者同士での討論を通じてお互いを刺激し合い、各自の研究進展の促進に加え、新たな研究提案に繋が

るヒントを得ることを目的とする。 

 

ご講演者： 

Satoshi Horike (Kyoto Univ., JST-PRESTO) 

 「Amorphous and Defect Chemistry of MOFs for Ion Conduction」 

Eri Sakuda (Hokkaido Univ., JST-PRESTO) 

 「Photophysical Properties and Application of Transition 

Metal Complexes Having Arylborane Charge Transfer Units」 

Toshikazu Ono (Kyushu Univ.) 

 「Highly Emitting Lattice Inclusion Crystals by Supramolceular Approach」 

Miho Hatanaka (FIFC Kyoto Univ.) 

 「Theoretical Study of Stereoselective C-C Bond Formations Catalyzed by Lanthanide Complexes」 

Hiroshi Nonaka (IFRC, Kyushu Univ.) 

 「Development of Highly Sensitive Magnetic Resonance Probes using Hyperpolarization Technique」 



(4) 第 50回 錯体化学若手の会近畿支部勉強会の案内 

日時：2014年 6月 7日（土） 13:00～ （12:30～受付） 

場所：京都大学 桂キャンパス Aクラスター A2棟 306講義室 

参加費：無料（懇親会は一般 3,000円、学生 2,000円） 

事前申し込み締め切り：5月 31日（土）（飛び入りも可） 

 

講演者（順不同） 

氷見山 幹基さん （大阪大学） 

小林浩和 先生 （京都大学） 

高島義徳 先生 （大阪大学） 

正岡重行 先生 （分子科学研究所） 

村田靖次郎 先生 （京都大学） 

 

世話役および問い合わせ先 

北尾岳史 （京大院工、北川進研究室） 

E-mail: kitao.takashi.75s@st.kyoto-u.ac.jp 

TEL: 075-383-2734 

 
(5) 平成 26年度 錯体化学若手の会関東支部前期勉強会の案内 

平成 26年度 錯体化学若手の会関東支部前期勉強会 

日時：2014年 6月 7日（土）13時 30分より （13時すぎから受付開始） 

場所：早稲田大学 西早稲田キャンパス 52号館 104教室 

参加費：無料、当日受付 

 

講演者（敬称略） 

浅野 素子（首都大学東京 准教授） 

磯田 恭佑（東京理科大学 田所研究室 助教） 

吹野 耕大（東京大学 相田研究室 PD） 

山崎 康臣（東京工業大学 石谷・前田研究室 D2） 

 

連絡先：菅谷 知明（早大）   tom-s@aoni.waseda.jp  

 

(6) 2014年度 錯体化学若手の会北海道支部勉強会の案内 

2014年度錯体化学若手の会北海道支部第 1回勉強会 

日時：2014年 7月 18日(金) 14時から(予定) 

場所：北海道大学構内 
問い合わせ先：作田 絵里（北海道大） 
 
 
 



(7) 錯体化学若手の会 2013年度会計報告 
山形大学理学部 石崎 学 

 
2013年度 会計報告（2013年 3月 11日現在） 

収入 前年度繰越・・・・・・・・・・・・・・・・・・     1,091,965 

 会費（288名分（学生））・・・・・・・・・・・・      288,000 

 一般会員からの会費移算分（38名分）・・・・・・   38,000 

 普通口座利子等・・・・・・・・・・・・・・・・         68 

 収入合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      1,418,033 

 

支出 支部活動支援金（東北・北海道）・・・・・・・・・  40,000 

 支部活動支援金（関東）・・・・・・・・・・・・・  40,000 

 支部活動支援金（東海・中部）・・・・・・・・・・  20,000 

 支部活動支援金（近畿）・・・・・・・・・・・・・  40,000 

 支部活動支援金（九州・沖縄）・・・・・・・・・・  20,000 

 夏の学校支援金・・・・・・・・・・・・・・・・  150,000 

 世話人会会議費（錯体化学討論会）・・・・・・・      12,000 

 世話人会会議費（日本化学会年会）・・・・・・・      14,950 

 支出合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   336,950 

 

差引残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     1,081,083 

 

 

各支部の会員数と会費納入率（前年度末比）        （2012年 3月 11日現在） 

支部名     会員数（前年度増減）      会費納入者数      会費納入率 

北海道・東北  32 （+7）        32   100 % 

関東   101 （-3）     101   100 % 

北陸   6  （-9）       6   100 % 

中部・東海  21 （-32）      21   100 % 

近畿   104 （-13）            104   100 % 

中国・四国         14 （-6）      14   100 % 

九州・沖縄              36 （+3）      36   100 % 

不明          12  (+11)      12   100 % 

全国   326（-42）            326    100 % 

 



(8) 錯体化学若手の会 入会手続き（新規・更新とも）のご案内 
 
学生の方（新規・更新とも） 
① http://sakutai.jp/yccaj/join.htm から「会員登録フォーム」をクリック 
② フォームにて必要事項を記入する。 
③ 年会費 1000円を以下の口座に払い込む(郵便局振替口座) 
 口座名義：錯体化学若手の会 
 口座番号：02200-6-107172 
  【郵便局以外からの振込みの場合】 
  店名：二二九 口座番号：当座 0107172 
 ※研究室でまとめて払い込みを行う場合、払込書に入会者全員の氏名を記入してください。 
④ 事務局で入金を確認次第、ID・パスワードが発行され、会員登録の完了となります。 
注：学生会員の場合、自動更新ではないため、更新の場合も年次ごとに登録が必要となります。 
 
学生以外（大学教員・研究者など）の方（新規） 
錯体化学若手の会事務局（sakutai.wakate@gmail.com）にご連絡ください。 
学生以外（大学教員・研究者など）の方（更新） 
特に手続きは必要ありません。退会しない限り、自動更新となります。 
 
登録に際して集めた情報のうち、本人の同意がある情報に関しては錯体化学若手の会及び錯体化学会の会員
名簿冊子に記載されます。平成１７年４月より「個人情報保護法」が施行になりましたので、以上をご理解
いただき会員登録の際に名簿への記載に関して同意いただけるかどうかを必ず明記いただけるようお願い
申し上げます。詳細は HPを参照するか下記事務局までお問い合わせください。 

錯体化学若手の会事務局 
〒560－0043 豊中市待兼山町 1-1 
大阪大学大学院理学研究科化学専攻 
吉成 信人（広報・渉外担当） 
TEL: 06-6850-5786 
E-mail: nobuto@chem.sci.osaka-u.ac.jp 
 
〒812－8581 福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1 
九州大学大学院理学研究院 
越山 友美（会計・会員担当） 
TEL: 092-642-2319 
E-mail: koshi@chem.kyushu-univ.jp 

「錯体化学若手の会」とは？ 
 本会は、錯体化学会の支部として錯体化学に関連した分野で研究を行っている若手の研究者（大学・企
業・研究所の研究者）及び大学生・大学院生の交流・情報収集を通して、自らの研究に対する情熱と知識
を高め、エンカレッジする会です（今年度若手の会会員数 326 名）。錯体化学に関心のある方なら、学生
・スタッフ・企業人・大学関係者等、資格は問いません。会の活動と会員特典を以下に示します。 
・錯体化学討論会への学生参加登録資格 
・錯体化学討論会におけるポスター賞の応募資格 
・錯体化学夏の学校の開催（会員割引あり） 
・支部単位の勉強会開催 
・錯体化学若手の会ニュース（年 4回）の配布 
・若手の会会員名簿の閲覧（名簿記載者のみ） 
・錯体化学会会員名簿の閲覧（名簿記載者のみ） 
・錯体化学会誌（BJSCC）の配布（電子版） 
・錯体化学会のメーリングリストによる全国の錯体化学会員への情報発信 

 

若手の会ニュース・メールニュース・Webページへ

の記事掲載は事務局（sakutai.wakate@gmail.comまた

は nobuto@chem.sci.osaka-u.ac.jp）にご連絡ください

。 

 

錯体化学若手の会ホームページ 

http://www.sakutai.jp/yccaj/ 


