
■大会の概要：

主　催：日本デザイン学会

共　催：広島国際大学

会　期：平成２０年６月２７日（金）～６月２９日（日）

会　場：広島国際大学　東広島キャンパス（J R 西条駅下車、バス約 35分）

　　　　 〒739-2695 広島県東広島市黒瀬学園台 555-36
 

■大会テーマ：　心『こころ』とデザイン

■大会のスケジュール：

●６月２７日（金）　　　　

12:00 ～ 受付開始（大会参加者は、最初に受付にて登録 ）

13:00 ～ 14:30　総会

14:30 ～ 15:30　基調講演

  広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　

  杉山政則　副薬学部長

　　　　　　　「酒どころ広島から生まれたバイオサイエンス」

  （西条駅へ移動）

16:30 ～ 17:45　酒蔵めぐり（賀茂鶴酒造他、見学）（希望者のみ）

●６月２８日（土）

  9:00 ～  受付開始（28日からの参加者は、最初に受付にて登録 ）

  9:30 ～ 17:00　口頭研究発表とポスターによる研究発表

  オーガナイズド・セッション

17:30 ～ 20:00　懇親会（大会議室：２号館８階）　　　　　　　　

●６月２９日（日）

  9:00 ～  受付開始（29日からの参加者は、最初に受付にて登録 ）

  9:30 ～ 15:30　口頭研究発表とポスターによる研究発表

  オーガナイズド・セッション

■総会と発表会場

●受付：　講堂 1階ロビー

●6月 27 日（金）：　大会議室（２号館８階）

●6月 28 日（土）：　２号館・3階 /4 階

●6月 29 日（日）：　２号館・3階 /4 階

■大会参加費：　

　会　員　　　7,000 円（8,000 円）　

　非会員　　　8,000 円（9,000 円）

　学　生　　　4,000 円（5,000 円）

■大会発表費：4,000 円（5,000 円）

 　　　（口頭とポスター同額）

■懇親会費：

　会　員　　　6,000 円（7,000 円）

　非会員　　　7,000 円（8,000 円）

  　　　括弧内は当日

第55回
日本デザイン学会
春季研究発表大会

The 55th Annual Conference of JSSD

（注 1）

6月 29 日（日）は、大学食堂休館のため
前日の 28 日朝までに弁当の予約が必要です。
→事前の参加申込書に希望を記載下さい。

大会実行委員会



■交通機関：

（１）新幹線：東広島駅　

　　　　　　　（公共交通機関なし、タクシーで大学へ、約 20分）

（２）航空便：広島空港

 　　　（バスで J R 白市駅へ、そして、西条駅下車、駅からバスで約 35分）

 　　　（呉駅行きバスで中黒瀬下車、バス約 55分、タクシーで大学へ、約 5分）

（３）電　車：J R 西条駅下車、バス約 35 分

（４）自動車：山陽自動車道・西条インター下車、約 25 分

　　　　　　　　　　（大学内には、無料の大型駐車場有）

●ビジネスホテル
①東横イン東広島西条駅前 Tel: 082-422-1045 　　東広島市西条本町 12-2

②インターシティホテルユーカリ Tel: 082-421-3232 　　東広島市西条岡町 1-16

③東広島シティホテル Tel: 082-422-8686 　　東広島市西条岡町 10-20

④ホテルグランカーサ Tel: 0120-427-888 　　東広島市西条本町 17-13

⑤ホテルサンライズ 21 Tel: 082-431-3232 　　東広島市西条昭和町 5-10

⑥東広島グリーンホテルモーリス Tel: 082-493-7070 　　東広島市西条昭和町 11-8

⑦ホテル・イーグル Tel: 0120-14-5590 　　東広島市西条大坪町 2-13

●旅館

A   割烹 藤乃家  Tel: 082-423-2423  　　東広島市西条栄町 9-21

B   割烹ホテル　一ぷく Tel: 0824-24-3955  　　東広島市西条朝日町 11-31

■ホテル案内：（西条駅周辺）

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

国道２号線

山陽自動車道

西条インターチェンジ

国道 375 号線（広島国際大学方面）

広島銀行

サンデーサン

消防署

ゆめタウン市役所

中央公民館

西条警察

しまなみ
信用金庫

① 酒蔵通り

国道 486 号線

至広島 至福山
JR 西条駅

プールバール

★送迎バス停

A B

（注 2）

大会期間中（6/28-29）は直通バスを運行

→西条駅（地図★）と東広島キャンパスの間

→時刻表は大会サイト参照（学会HP内）

（注 3）

直接、会員各位がホテルをご予約下さい。
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（注 4）

新幹線・東広島駅には直行バスを予定して

いませんので、西条駅周辺のホテルに予約

下さい。

　　　　　　　　　　「黒瀬タクシー : 0823-82-2260」



※カナ

※お名前

7000円 （8000円）

8000円 （9000円）

4000円 （5000円）

賛助会員　             ２名まで無料

4000円 （5000円）

ポスター研究発表 4000円 （5000円）

6000円 （7000円）

7000円 （8000円）

■参加費の振込先 宛名　：　第５５回日本デザイン学会春季大会実行委員会

郵便局・口座番号     ０１３００－４－４６５５１　　（学会誌に用紙を同封）

（複数でご参加の場合は、代表者だけでなく、お一人ずつ本用紙をコピーの上、お送りください）

第５５回日本デザイン学会春季研究発表大会

参加のお申し込み

日本デザイン学会第５５回春季研究発表大会実行委員会では、大会参加申込を受付けております。
なお、本用紙で事前に参加の申込みをされ、別紙の郵便振替払込書により払込み頂ますと、参加費が
それぞれ１０００円もお得になるようにしましたので、是非とも早期にお申込みください。

事前参加の申込期限は、6月13日（金）です。

本用紙に必要事項をご記入の上、大会実行委員会事務局宛にＦＡＸまたは郵送にてお送りください。

※会員／非会員の別

□　会員 □　非会員

※ご所属

□　賛助会員□　学生

※懇親会参加／不参加

□　不参加□　参加※ご連絡先住所

（〒　　　　－　　　　　） 6月29日（日）のお弁当（1000円）

西条駅からの直行バス乗車予定時刻（往路）

バス運行時刻のスケジュール決定の参考のために、
おおよその時間で構いませんので、お知らせ下さい。

   Ｔel :

   Fax :

□　不要
29日は日曜日のため大学の食堂が休館です。

□　購入

  大会参加費

  大会発表費

　事前申込の場合、なお、括弧内は当日支払の場合

 　学生

 　非会員

　 会員

　非会員

　会員

 　口頭研究発表

  懇親会費

29日（日）

28日（土）

　●参加費一覧　　

※Email :

   Mobile :

　　時　　　　　  分　頃

　　時　　　　　  分　頃

　　　※印の項目は、必ずご記入ください。　□内はＶ印をご記入ください。

Email: d_gakkai@he.hirokoku-u.ac.jp

参加のお申込み・お問い合わせ先

ＦＡＸ：０８２３－７０－４８５２

広島国際大学　心理科学部　感性デザイン学科

第55回日本デザイン学会春季研究発表大会

大会実行委員会事務局

担当：宮﨑




