
催事開催情報

催事名 開催施設 主催 ＵＲＬ

2020/10/1 (木) ～ 2020/10/2 (金) 第40回地震工学研究発表会 オンライン (公社) 土木学会
http://committees.jsce.or.jp/

eec2/node/162

2020/10/5 (月)

第20回地震災害マネジメントセミナー「複合災害に備

える －地震，豪雨，火山噴火などによる重畳災害に備

えて」

オンライン (公社) 土木学会
http://committees.jsce.or.jp/

eec202/node/92

2020/10/5 (月) 維持管理・防災ジョイントセミナー オンライン (公社) 土木学会
http://www.jsce-

ousr.org/content/1328

2020/10/10 (土)
第６回 感覚･知覚心理シンポジウム「環境によるストレ

ス」
オンライン (一社) 日本建築学会

http://www.aij.or.jp/jpn/sym

posium/2020/20201010-

6.pdf

2020/10/16 (金) エンジニアリングシンポジウム2020 日本教育会館　一ツ橋ホール (一財) エンジニアリング協会
https://www.enaa.or.jp/semi

nar/43752

2020/10/16 (金) 第40回絶縁油分科会研究発表会 京都リサーチパーク (公社) 石油学会

2020/10/16 (金)
第27回関西支部セミナー　－水素社会に向けてのキャ

リア戦略－
関西大学 千里山キャンパス (公社) 石油学会

2020/10/16 (金)
2020年セミナー「土木学会による実務者のための耐震

設計入門：基礎編」
オンライン (公社) 土木学会

http://committees.jsce.or.jp/

eec202/node/93

2020/10/17 (土) ～ 2020/10/18 (日) 第48回環境システム研究論文発表会 オンライン (公社) 土木学会

2020/10/17 (土)
第21回秋季技術交流フォーラム ～先駆的なSDGsの取

り組みからWebでこれからを学ぶ～
オンライン (一社) 日本機械学会

https://www.jsme.or.jp/even

t/2020-57195/

2020/10/21 (水) ～ 2020/10/23 (金) 計測展 2020 OSAKA
グランキューブ大阪

（大阪国際会議場）
(一社) 日本電気計測器工業会 https://jemima.osaka/

2020/10/23 (金)
シンポジウム　G空間社会の形成と地域空間のデザイン

(Ⅱ)　「スマートシティ構想の動向と人材育成」
オンライン (一社) 日本建築学会

https://www.aij.or.jp/jpn/sy

mposium/2020/g20201023.p

df

2020/10/26 (月) ～ 2020/10/28 (水)
第37回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シ

ンポジウム
オンライン (一社) 電気学会

http://www.sensorsymposiu

m.org/index_j.html

2020/10/26 (月) ～ 2020/10/28 (水) 第11回マイクロ・ナノ工学シンポジウム オンライン (一社) 日本機械学会
https://www.jsme.or.jp/conf

erence/mnm2020/

2020/10/27 (火) ～ 2020/10/28 (水) 第57回石炭科学会議 オンライン (一社) 日本エネルギー学会
https://www.jie.or.jp/publics

/index/668/

開催/時



催事名 開催施設 主催 ＵＲＬ開催/時

2020/10/29 (木) 第24回海洋深層水2020全国大会 オンライン 海洋深層水利用学会

http://www.dowas.net/infor

mation/2020_taikai/index.ht

ml

2020/10/29 (木) 第348回KFRセミナー「耐航性能計算を見つめなおす」 オンライン (公社) 日本船舶海洋工学会

https://www.jasnaoe.or.jp/a

boutus/kansai/pdf/KFR348.2

00907.pdf

2020/10/30 (金)
シンポ「建築･都市分野のVR･MR技術の新たな展開

2020」

東京･建築会館ホール

およびオンライン
(一社) 日本建築学会 https://aijisa.org/vr/

2020/10/31 (土) ～ 2020/11/1 (日) 極限環境生物学会 第21回年会・シンポジウム オンライン 極限環境生物学会

http://www.extremophiles.jp

/nenkai/2020/poster_Ver8_Q

R.pdf

2020/11/5 (木) ～ 2020/11/6 (金) 海洋調査技術学会　第32回研究成果発表会 オンライン 海洋調査技術学会

2020/11/5 (木) 産業応用部門2020年度大会 オンライン (公社) 計測自動制御学会

https://www.sice.jp/info/info

_event/event_20201105-

4.html

2020/11/12 (木) ～ 2020/11/13 (金)
熊本大会(第50回石油・石油化学討論会)　～新時代を

創る石油とエネルギー～

熊本城ホール　オンラインで

の参加が可能
(公社) 石油学会

2020/11/14 (土) JPIJS講演会
熊本大学　オンラインでの参

加が可能
(公社) 石油学会

2020/11/18 (水) ～ 2020/11/20 (金) 第29回 交通･物流部門大会 (TRANSLOG2020) オンライン (一社) 日本機械学会
https://www.jsme.or.jp/conf

erence/tldconf20/index.html

2020/11/19 (木) ～ 2020/11/20 (金) 第28回 機械材料･材料加工技術講演会 (M&P2020) オンライン (一社) 日本機械学会
https://jsmempd.com/confer

ence/mpdconf/2020/

2020/11/20 (金) ～ 2020/11/23 (月) 2020年度水産海洋学会研究発表大会 オンライン (一社) 水産海洋学会

2020/11/21 (土) ～ 2020/11/22 (日) 第63回 自動制御連合講演会 オンライン (公社) 計測自動制御学会
https://sice.jp/rengo63/doc/s

ummary.html

2020/11/26 (木) ～ 2020/11/27 (金) 第15回コロキウム構造形態の解析と創生 2020 オンライン (一社) 日本建築学会

http://news-

sv.aij.or.jp/kouzou/s49/index

.htm

2020/11/27 (金) ～ 2020/11/29 (日) 2020年度秋季大会 オンライン 日本海洋学会
https://www.jp-

c.jp/jos/2020FM/index.php

2020/11/28 (土)

第24回リーダーを目指す技術者倫理セミナー　緊急時

の専門家と社会のコミュニケーションのあり方　～新

型コロナと原発事故～

オンライン (一社) 日本機械学会
https://www.jsme.or.jp/even

t/20-77/



催事名 開催施設 主催 ＵＲＬ開催/時

2020/12/4 (金)
シンポジウム　東日本大震災から10年 －建築振動分野

の課題と展望

建築会館ホールおよび

リアルタイム動画配信
(一社) 日本建築学会

http://www.aij.or.jp/jpn/sym

posium/2020/mc_201204.pdf

2020/12/9 (水) 2020石油製品討論会
国立オリンピック記念青少年

総合センター
(公社) 石油学会

2020/12/11 (金) ～ 2020/12/12 (土) 1DCAE･MBDシンポジウム2020 オンライン (一社) 日本機械学会
https://www.jsme.or.jp/even

t/20-52/

2021/1/19 (火) ～ 2021/1/20 (水) 第23回橋梁等の耐震設計シンポジウム
土木学会講堂および

A・B会議室
(公社) 土木学会

2021/1/20 (水) ～ 2021/1/21 (木) 第16回バイオマス科学会議 オンライン (一社) 日本エネルギー学会

2021/3/9 (火) ～ 2021/3/11 (木) 令和３年電気学会全国大会 大阪大学 豊中キャンパス (一社) 電気学会
https://www.iee.jp/blog/taik

ai2021/

2021/3/10 (水) ～ 2021/3/12 (金) 第55回日本水環境学会年会 オンライン (公社) 日本水環境学会

2021/3/16 (火) ～ 2021/3/17 (水) 第26回ロボティクスシンポジア オンライン (一社) 日本機械学会
http://www.robotics-

symposia.org/26th/

2021/3/17 (水) ～ 2021/3/21 (日) 第68回日本生態学会大会 (ESJ68) 岡山 (一社) 日本生態学会

2021/3/26 (金) ～ 2021/3/30 (火) 令和３年度日本水産学会春季大会 オンライン (公社) 日本水産学会

2021/4/14 (水) ～ 2021/4/16 (金)  第108回　2021年春季全国大会 学術総合センター (一社) 溶接学会

2021/5/30 (日) ～ 2021/6/3 (木) 2021年度日本海洋学会春季大会
横浜みなとみらい

（JpGUと合流開催）
日本海洋学会

2021/6/3 (木) ～ 2021/6/4 (金) 2021年度日本海水学会第72年会
長崎大学 坂本キャンパス 良順

会館
日本海水学会

2021/9/14 (火) ～ 2021/9/16 (木) 2021年度資源・素材関係学協会合同秋季大会 北海道大学 (一社) 資源・素材学会

2022/3/15 (火) ～ 2022/3/19 (土) 第69回日本生態学会大会 (ESJ69) 福岡 (一社) 日本生態学会

2022/5/18 (水) ～ 2022/5/19 (木)
Engineering+ JAPAN 2022　～エンジニアリング技術

交流展～
パシフィコ横浜 (一財) エンジニアリング協会

https://www.enaa.or.jp/engj

apan2022

2021年3月中旬 資源・素材学会2021年度 春季大会 千葉工業大学 (一社) 資源・素材学会


