
The 12 th Young Scientist Seminar

Date

Place Yamaguchi-ken Seminar Park

November 22nd (Tue) 9:00 ‒
November 23rd (Wed) 15:00, 2016

Fee

Establishment of International Network for 
Tropical Bioresources and Their Utilization

3,000 yen (including breakfast and party)
(5,000 yen for teachers and researchers)



-Plenary Lecture-
The importance of serendipity and its 

development 
～The sensibility and

tenacity of women scientists～

Supported by:
・ Core to Core Program A. Advanced Research Networks: Establishment of an international research core 

for new bio-research fields with microbes from tropical areas
・ Program for Supporting Research Activities of Female Researchers (Organizations) supported by the 

Funds for the Development of Human Resources in Science and Technology from the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology

・ Yamaguchi University Support Office for Female Researchers
・ Yamaguchi University Supporters' Organization

Research Presentation
・ Lectures by invited speakers
・ Presentation by young scientists in group discussion session
・ Presentation competition by young scientists selected from

group discussion session, to get the award for a best presenter in 
this YSS

International Friendship
・ Party for discussion and interaction with foreigners

LET’S JOIN AND ENJOY !
If interested, please make a contact with us.
E-mail: v001uh@yamaguchi-u.ac.jp (Arai)
※If you contact us, please write you name, e-mail address, belonging, 
and whether you use free bus between Yoshida campus and seminar park.

Prof. Dr. Emi Hifumi
Research Promotion Institute, Oita University, Japan



The 12 th Young Scientist Seminar

Date

Place

平成28年11月22日（火）9:00
~23日（水）15:00

Fee

Establishment of International Network for 
Tropical Bioresources and Their Utilization

概要
アジア各国の若手研究者が集まって、お互いの考えを深め合うセミナーです。
・若手研究者と研究のディスカッションができます。
・招待講演者による最新の研究成果を聞くことができます。
・英語で話す機会を得ることができます。
・懇親会では各国の人たちと国際交流ができます。

山口県セミナーパーク
山口県山口市秋穂二島 1062

※大学からセミナーパークま
で送迎バスが出ます！！

3000円（宿泊、朝食、懇親会費を含む）
（先生、招待講演者は5000円）



基調講演
セレンディピティーの重要性とその展開
～女性科学者の感性と粘り強さ～

Supported by:
学術振興会研究拠点形成事業A.先端拠点形成型 CCP: 

バイオ新領域を拓く熱帯性環境微生物の国際研究拠点形成
文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（一般形）」
山口大学女性研究者支援室
公益財団法人山口大学後援財団

研究発表
・Invited speakerによる講演
・少人数のグループに分かれて、研究発表・Discussion
・各グループから代表者を選出して発表大会＆ベストプレゼン
ターの決定

国際交流
・懇親会では、各国からの参加者との交流会

国立大学法人大分大学 全学研究推進機構教授
一二三 恵美先生

LET’S JOIN AND ENJOY !
多数のご参加 お待ちしております

参加希望者の方は、下記のメールアドレスまでご連絡ください
※申し込み時は、参加日、氏名、山大PCアドレス、所属、送迎バスの有無を明記のうえ
ご連絡ください お問い合わせ先 E-mail: v001uh@yamaguchi-u.ac.jp (荒井)


