
                                                      

 

第８回 細菌学若手コロッセウム 
参加者募集要項 

 

２０１４. ５. ２５. 版 
                                                      

 
8th WAKATE COLOSSEUM for BACTERIOLOGY in Hokkaido 

 

会期： ２０１４年８月６日（水）〜８月８日（金） 

会場： ホテルニセコ いこいの村 

     〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ 473 

 

世話人  

大西 なおみ（北海道大学） 

鹿山 鎭男  （広島大学） 

田端 厚之  （徳島大学） 

中山 秀喜  （京都産業大学） 

中根 大介  （学習院大学） 

松尾 美樹  （鹿児島大学） 

代表： 東  秀明  （北海道大学） 

 

事務局  

 
〒001-0020 

北海道札幌市北区北 20 条西 10 丁目 

北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター  

感染・免疫部門 （事務局代表：大西なおみ） 

TEL: 011-706-9547/ FAX: 011-706-9548 

E-mail: wakacolo8th@gmail.com 
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             第８回 細菌学若手コロッセウム 概要            
 

 
会期： ２０１４年（平成２６年） ８月６日（水）〜８月８日（金） 
 
会場： ホテルニセコ いこいの村 

     〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ 473 
 
日程： 【１日目】 （８月６日）  
       １３：００ 〜       受付開始 
       １５：３０ 〜 ２０：００  １日目講演 
       ２１：００ 〜 ２４：００  意見交換会 
 
     【２日目】 （８月７日） 
        ８：３０ 〜 １８：５５  ２日目講演 
       １９：００ 〜 ２１：００  懇親会 
       ２２：００ 〜 ２４：００  意見交換会 
 
     【３日目】 （８月８日） 
        ８：３０ 〜       集合写真撮影         
        ８：５０ 〜 １４：３０  ３日目講演 
        １５：００頃     閉会 
    〜１９：００    自由討論 
 
 

細菌学若手コロッセウム開催の目的  
 

 本会は、今後の細菌学の礎を築く若手研究者が切磋琢磨する場を提供することを目

的として開催されます。様々な研究領域で細菌学に携わる若手研究者が合宿形式で

集い、各自の口頭発表を通して素直な疑問・意見をぶつけあうことで、新たな研究者

ネットワークを構築し、研究者としての成長を目指すことを企図しています。 
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                   会 場 の ご 案 内                 
 

■ ホテルニセコ いこいの村 会議室ライラック 

〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ 473 
TEL : 0136-58-3111, FAX : 0136-58-2351 

http://www.niseko-ikoi.com 

 

学会参加者は、会場ホテルロビー内に設置の受付までお越しください。 

 

■ アクセス 

 会場ホームページからご確認いただき各自お手配下さい。 

 公営バス、JR、レンタカー等でお越しいただけます。  

 

【会場へのアクセス概要】 
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 ①公営バスをご利用の方へ： いこいの村バス停留所 下車。 

 新千歳空港から（中央バス、ニセコバス）…約２時間３０分 

 札幌駅から（中央バス高速ニセコ号）…約３時間 

 

 

 ②JR をご利用の方へ： ニセコ駅までお越し下さい。 

 新千歳空港から（札幌または小樽にて乗り換え）…約３時間３０分 

 札幌駅から（小樽にて乗り換え）…約３時間 

 ニセコ駅から会場まで…にこっと BUS（要予約）またはタクシーにて約１０分 

 

 

 ③お車でお越しの方へ 

新千歳空港から（国道２７６号、美笛峠経由）…約２時間 

札幌から（国道２３０号、中山峠経由）…約２時間 

※	 カーナビは、“ホテルニセコ いこいの村”で設定してください。 

※ 無料平面駐車場 （１００台・先着順） をご利用いただけます。 

 

 

 ④無料送迎バスのご利用について： 必ず参加登録時にご予約下さい。 

第８回細菌学若手コロッセウムでは、新千歳空港及び札幌駅-会場間の無料

送迎バスを手配しております。是非ご利用下さい。 

 

往路： 

• 札幌駅から 

８月６日（水） １１時３０分 札幌駅北口発 （１４時００分会場着予定） 

• 新千歳空港から 

８月６日（水） １２時２０分 新千歳空港発 （１５時００分会場着予定） 

 
復路：  

• 新千歳空港行き 

８月８日（金） １５時３０分 会場発 （１８時１０分新千歳空港着予定） 

• 札幌駅北口行き 

８月９日（土） １４時００分 会場発予定 （１６時３０分札幌駅着予定） 
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                    参加者へのご案内                  
 

 【参加登録申込方法】 

  参加申込期間 ２０１４年５月２６日（月）〜２０１４年６月２７日（金） 

 ※定員８０名に達し次第、お申込みを終了させていただきます。 

 

１）	 参加登録フォームから各自で参加申込を行って下さい。 
参加登録フォームはこちら： http://goo.gl/uUuPAE 

２）	 参加申込から１週間以内に参加費を指定の口座にご入金下さい。入金が確認

できた時点で参加登録手続きの完了とさせていただきます。尚、入金後に参加

をキャンセルされた場合、原則として返金はできかねますのでご了承下さい。 

 

 【参加費】 

参加費  ［２泊３日：参加費、宿泊費、食費（朝食２食、夕食２食）を含みます。］ 

 ・一般  ２４，０００円 

（内訳： 参加費１，０００円、宿泊費２０，０００円、食費３，０００円） 

・博士研究員 ２０，０００円 

（内訳： 参加費１，０００円、宿泊費１６，０００円、食費３，０００円） 

 ・学生  ０円 

 （本会より参加費の全額をサポートします） 

 

一部の日程のみ参加される方は参加費が異なります。事務局とご相談下さい。 

 

 

 【振込先】 

下記の口座に、振込手数料込みの金額をお振り込み下さい。 

 

銀行名 ゆうちょ銀行 

記 号 １９０３０ 

番 号 ７６５８３５１ 

（預金種目：普通, 店名：九〇八店,  口座番号：０７６５８３５） 

口座名 細菌学若手コロッセウム（サイキンガクワカテコロッセウム） 
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【領収書】 上記の内訳に示した領収書を、参加者名宛に用意致します。宛名

に特別な希望等がございましたら参加登録時にお申し出下さい。 

 

【報告書】  参加費が無料となる学生の参加者は、本会終了後１ヶ月以内に所

定書式の参加報告書（A4, 1 頁）のご提出をお願い致します。 

各種様式のダウンロード：http://goo.gl/QSE14Y 

 （報告書様式：8th Wakacolo_参加報告書 template.docx）  

提出いただいた参加報告書は、参加者および本会に協賛頂きま

した団体、企業に公開させていただくことがありますのでご承知置

き下さい。 

 

 

【演題登録方法】 

 演題登録期間 ２０１４年５月２６日（月）〜２０１４年６月２７日（金） 

  各自 E-mail にてお申し込み下さい。 

  送付先：wakacolo8th@gmail.com 

 （送信の際、メールの件名を「若手コロッセウム演題登録」としてください。） 

 

１）	 要旨様式 （8th Wakacolo_Abstract template） を下記からダウンロードしていた

だき、指示に従って「A4, 1 頁以内」にまとめ、PDF ファイルとしてお送り下さい。 
 

各種様式のダウンロード：http://goo.gl/QSE14Y 
 （要旨様式：8th Wakacolo_Abstract template） 

 

２）	 ファイル名は筆頭発表者の氏名としてください。 

３）	 ファイルサイズは、合計 5MB 以内でお願いいたします。 

４）	 PDF ファイルで提出された要旨はそのまま講演要旨集・プログラムに掲載しま

す。 

 

※	 指定演題の要旨様式は個別に事務局から送付させていただきます。指定演者は

要旨様式（8th Wakacolo_Abstract template_指定演題） に記載の上、同様に事務

局までお送り下さい。 
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【演題発表】 

発表時間  

一般演題 １５分 （発表１０分、質疑応答５分） 

指定演題 セッションにより異なります。プログラムにてご確認下さい。 

 

・	 口頭発表は各自の PC で行えるよう準備をお願い致します。発表者は、担当セッシ

ョン開始前までに PC 受付に各自の PC を持参し、スライドの投影確認をお願いしま

す。 

・	 スリープ等の省エネルギー設定を解除してください。 

・	 Mac をご使用の方は１５pin VGA コネクタをお忘れないようお願い致します。 

・	 本会は時間に制限があるため、合計発表時間の厳守をお願いします。また、座長

は円滑なセッションの進行にご協力ください。 

 

 

【第８回細菌学若手コロッセウム優秀発表賞】 

 筆頭演者が大学院生もしくは博士号取得２年以内の方は「優秀発表賞」の対象とな

ります。参加者全員による投票をもとに、優秀な発表をされた方（３名）を表彰し、賞状

と副賞を授与します。該当される方は奮ってご参加下さい。 

 

 

【細菌学若手コロッセウム エース演者の募集（推薦）について】 

 細菌学若手コロッセウムは、様々な研究領域で細菌学に携わる若手研究者が所属

学会を越えて交流し、互いに切磋琢磨する場を提供することを目指し開催されます。 

 第８回細菌学若手コロッセウムでは「企画セッション」として、細菌学会以外の微生物

系学会等から、それぞれの会を代表する若手研究者（各会のエース）にお越しいただ

きます。 

 そこで本会では、これを迎え撃つ「細菌学若手コロッセウムのエース」を事務局より推

薦させていただきます。皆様から提出していただいた一般演題要旨の中から、魅力的

であり、独創性・新規性が高く、発表者の業績等も踏まえた観点から、細菌学若手コロ

ッセウムのエースとしてふさわしい演題を本会世話人が選定させていただきます。選

ばれし演者は、細菌学若手コロッセウムのエースとしてご発表いただく予定です。 

 

 このセッションを見ずして、細菌学の最先端は語れない。 

 そう言われる内容になるよう、世話人一同、鋭意準備中です。 
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〇 第８回細菌学若手コロッセウム エース演者の募集 

対象：学部生、大学院生、博士研究員、助教、講師、准教授 

人数：１〜２名を予定 

 

〇 エース演者の発表時間 ２５分 （発表２０分、質疑応答５分） 

※ただし演者が優秀発表賞対象者の場合は、選考の公平性から発表時間を１５

分とさせていただきます。 

 

 細菌学若手コロッセウムのエースに選定された方は、７月７日（月）までに事務局から

ご連絡を差し上げます。 

 

 要旨を提出していただく段階で、既にコロッセウムは開始しています。  

 皆様、奮ってご参加ください。 

 

 

【自己紹介（全ての参加者が対象）】 

 これまでの細菌学若手コロッセウムで好評の研究室紹介を発展させ、今回はさらに

参加者間の交流を積極的に深めるため、１日目（８月６日）の夕食時および意見交換

会の時間を利用して簡単な自己紹介の時間を設けます。 

 

・	 各自、自己紹介スライド（様式自由、pdf ファイル）１枚をご用意いただき、７月３１日

（木）までに事務局にお届け下さい。ファイル名は参加者氏名としてください。 

送付先：wakacolo8th@gmail.com 

 （送信の際、メールの件名を「若手コロッセウム自己紹介」としてください。） 

・	 お送り頂いたスライドを事務局で１つのファイルにまとめます（発表順は事務局に

一任させてください）。１台の PC を用い、順次自己紹介を行います。 

・	 研究発表のない参加者にも、自己紹介をお願い致します。 

・	 スライドの形式は完全に自由ですが、氏名・所属・写真（似顔絵可）・自己 PR の内

容を含めるようにしてください。参考資料を下記からダウンロードいただけます。 

各種様式のダウンロード：http://goo.gl/QSE14Y 

 （参考資料：自己紹介ファイル作成例.pdf） 
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【宿泊】 

 学会参加者は、会場ホテルにおいて相部屋での宿泊となります。小さなお子さまを

お連れの場合等、特別な事情がある場合には配慮致しますのでご相談下さい。 

 

 

【後泊のご案内（自由討論、レクリエーション）】 

 ８月８日（金）の第８回細菌学若手コロッセウム閉会後に「自由討論」の時間を設けて

います。主な企画として、「ワカコロ発のラボマニュアルを作ろう！！（伊東家の食卓 

研究室版）」をテーマに議論することを予定しています。自由討論参加希望者は、８月

８日（金）に会場にて後泊していただくことが可能ですので、参加登録時にお申し込み

下さい。尚、後泊分の宿泊費は本会よりサポートされますので、参加費に追加はござ

いません。 

 また、希望者には、８月９日（土）午前中にレクリエーション（選択制）をご案内致しま

す。このレクリエーションは、細菌学若手コロッセウムとは完全に独立した企画であり、

希望者のみの有志によって行われます。細菌学若手コロッセウムからの費用の補助は

ございません。 

 下記より、「自由討論」及び「レクリエーション」参加のご案内をダウンロードしていた

だけます。是非ご検討ください。 

 

各種様式のダウンロード：http://goo.gl/QSE14Y 

 （ご案内資料：自由討論参加、後泊のご案内.pdf） 

 

 

【ベビーシッター配置のご案内】 

 会期中の講演時間において、会場ホテルにベビーシッターを配置します。必要な方

は参加登録時にお申込みください。備考欄にお子さまの人数と年齢をお知らせ下さい。

費用は一部自己負担とさせていただき、利用人数確定後に事務局よりご連絡致しま

す。 

 お子さまのお食事の用意は基本的にはございません。大人分をシェアしていただく

か、別途注文される場合はご相談下さい。特に小さなお子さまの場合、離乳食や身の

回りのものは一式をご持参下さい。ミルク用のお湯は会場ホテルにて用意いたします。

お子さまの滞在中は事務局にてできるだけの配慮をいたしますので、ご不明点がござ

いましたらお気軽にご相談下さい。 
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【その他】  

・	 ホテルニセコ いこいの村の徒歩圏内にはコンビニエンスストア等はございません。

必要なものは各自お持ち下さい。 

・	 会場では、必ず名札（受付時に配布します）をご着用下さい。 

・	 本会は、ドレスコード（服装規定）を設けておりません。自由な服装でお越しくださ

い。 
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                     プ ロ グ ラ ム                   
 

【特別講演１】 

   ８月６日（水） １９：００〜２０：００ 

   演者： 高田 礼人 （北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター） 

   座長： 大西 なおみ （北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター） 

 

【特別講演２】 

   ８月７日（木） １７：５５〜１８：５５ 

   演者： 石川 雅之 （漫画家 『もやしもん』作者） 

   座長： 松尾 美樹 （鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科） 

 
【おやつセミナー１】 

   ８月６日（水） １５：４０〜１６：３０ 

   演者： 岡田 宰枝 （北海道システム・サイエンス株式会社） 

 

【ランチョンセミナー２】 

   ８月７日（木） １２：３０〜１３：２０ 

   演者： 大崎 研 （トミーデジタルバイオロジー株式会社） 

 

【ランチョンセミナー３】 

   ８月８日（金） １２：２０〜１３：１０ 

   演者： 未定  （株式会社テクノスルガラボ） 
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【企画セッション（指定演題）】 

 

① 共生微生物研究分野エースセッション 

セッションタイトル： 細菌と宿主とのクロストークを考える共生微生物研究の最前線 

   座長： 福田 真嗣 （慶応義塾大学 先端生命科学研究所） 

   演者： 福田 真嗣 （慶応義塾大学 先端生命科学研究所） 

   𡈽田 努 （富山大学 先端ライフサイエンス拠点） 

   春本 敏之 （産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門） 

   吉田 聡子 （理化学研究所 環境資源科学研究センター） 

   大林 翼 （北海道大学大学院農学研究院/産業技術総合研究所） 

 

 

② ゲノム微生物学会若手の会エースセッション 

セッションタイトル： ゲノム微生物 

   座長： 鈴木 治夫 （山口大学大学院 理工学研究科） 

   演者： 河野 暢明 （大阪大学大学院 医学系研究科） 

 

 

③ 寄生虫学会若手の会エースセッション 

セッションタイトル： 宿主細胞に潜む真核生物〜寄生原虫〜 

   座長： 案浦 健 （東京慈恵会医科大学 熱帯医学講座） 

   演者： 案浦 健 （東京慈恵会医科大学 熱帯医学講座） 

 

 

④ 微生物生態学会若手の会エースセッション 

セッションタイトル： 微生物の多様な生き様を探る ~個体・群集・生態系~  

   座長： 青井 議輝 （広島大学 サステナブル・ディベロップメント実践研究センター） 

     伊知地 稔 （東京大学 大気海洋研究所） 

   演者： 伊知地 稔 （東京大学 大気海洋研究所） 

   石井 聡 （北海道大学大学院 工学研究院） 

   青井 議輝 （広島大学 サステナブル・ディベロップメント実践研究センター） 

     豊福 雅典 （筑波大学大学院 生命環境系 持続環境学専攻） 
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