
第6回細菌学若手コロッセウム開催のご案内 
̶ 参加・発表申込締め切り延長決定 2012年7月9日（月）まで ー 

定員に到達し次第、募集を締め切ります。お早めにお申し込みください。 
 
 細菌学若手コロッセウムは、これからの細菌学の礎を築く若手研究者の切磋琢磨する場と
して定期的に開催しています。このミーティングは文字通り「若手研究者が集い、意見をぶ
つけ、かつ、お互いのフィールドを尊重し合いながら、若手全体が強くなっていく」という
趣旨で開催されます。本ミーティングは日本細菌学会の「若手研究者育成のための支援プロ
グラム (http://www.nacos.com/jsbac/02-9youngResearcherTraining.html)」の支援を
受けて開催されます。様々な研究領域で、細菌や真菌を相手に日々格闘している若手研究者
の交流の機会となることを企図しております。 
 このような背景から、病原細菌、真菌、モデル細菌、真菌、古細菌にいたるまで、また、
これらの基礎細菌学的研究や臨床研究のみならず、宿主との相互作用研究、感染現象、寄生
現象、環境、ゲノミクスや産業応用にいたるまで、様々な視点とアプローチで研究している
若手研究者の参加を歓迎いたします。 
 
今夏開催される第6回細菌学若手コロッセウムは下記日程で行われます。 
 
▼日時：2012年8月8日(水)・9日(木)・10日(金) 
▼場所：八王子セミナーハウス（東京都） 
▼参加・発表申込締め切り（延長しました）： 2012年7月9日(月) 
 
皆様のご参加をお待ちしております。詳しくは下記公式サイトをご参照ください。 

第6回細菌学若手コロッセウム公式サイト 
https://sites.google.com/site/wakatecolosseumbacteriology/2012Hachioji 
細菌学若手コロッセウム公式サイト（Facebookページ) 
http://www.facebook.com/WAKATEColosseumBacteriology 

 
▼本ミーティングに関するお問い合わせは、第6回細菌学若手コロッセウム事務局 
(6thwakatejimukyoku@gmail.com)宛てメール、または、上記公式サイトFacebookの「メ
ッセージ」ボタンを押して質問メッセージを送信してください。また電話でお問い合わせの
場合は第6回事務局担当の東京医科歯科大学 丸山(03-5803-5457)までお願いいたします。 
 
 
第6回細菌学若手コロッセウムワーキンググループ 

安倍裕順（大阪大学） 
丸山史人（東京医科歯科大学） 
三室仁美（東京大学） 
皆川 周（京都薬科大学） 
森田鉄兵（鈴鹿医療科学大学） 
中川一路（東京医科歯科大学） 
清水 隆（山口大学） 

お問い合わせ:6thwakatejimukyoku@gmail.com 
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第6回細菌学若手コロッセウム要綱 (2012.6.25版) 
̶定員に到達し次第、募集を締め切ります。お早めにお申し込みください。̶ 

 
日程：2012年8月8日（水）午後～10日（金） 
場所：大学セミナーハウス 
        東京都八王子市下柚木1987-1 
        TEL: 042-676-8511 (代表) 
        http://www.seminarhouse.or.jp/index.html 
 
目次 
1. 重要な期限一覧 
2. 本会の最新情報 
3. プログラム（仮） 
4. 参加・発表登録 
5. お知らせ 
a) 発表に関する詳細 
b) 研究室紹介（全ての参加グループが該当） 
c) シニア研究者へのお願い 

6. アクセスと宿泊 
7. 質問、ご意見等の問い合わせ先 
 
1. 重要な期限一覧 
• 参加・発表申込（Excelファイル）送付：  2012年7月9日（月） 
• 要旨（発表者のみ：PDFファイル）送付： 2012年7月9日（月） 
• A3ポスター（発表者のみ：PDFファイル）送付：  2012年8月1日（水） 
• 研究室紹介（研究室毎に1題、参加のみの研究室も必須：PDFファイル）送付：
 2012年8月1日（水） 

• プログラム詳細公開予定： 2012年7月31日（火） 
• 要旨集公開予定： 2012年7月31日（火） 
 
• 提出物送付先：fumito-m.bac＠tmd.ac.jp (＠を半角に変えてください) 

 
2.  本会の最新情報 
• 本文書の最新版は下記のURLより取得可能です（ファイル名：
6th_Wakate_Colloseum_General_Guide_~.pdf）。
https://sites.google.com/site/wakatecolosseumbacteriology/2012Hachioji/2012leaflet 

• 学会の最新情報については、下記のURLをご覧ください。
https://sites.google.com/site/wakatecolosseumbacteriology/2012Hachioji 

• どのような情報が更新されたのかについては、下記のFacebookページをご覧く
ださい（ログイン無しでも閲覧可能です）。
https://www.facebook.com/WAKATEColosseumBacteriology 

 
3 .  プログラム（仮） 
• 休憩時間などに、口頭発表者によるA3ポスターを用いた議論を行ってください。 
• 特に場所の記載がない場合には、講堂で行います。 
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• プログラムは当日配布いたしませんので、各自での印刷をお願いいたします。 
  
一日目：8月8日（水） 
受付開始（大学セミナーハウス 講堂）：12時～ 
13:00-13:05      開会の挨拶 
13:05-13:55      ランチョンセミナー1 
14:00-14:50      招待講演1（JAMSTEC・チームリーダー・出口茂 先生） 
15:00-18:30      一般発表 
18:30-19:00      部屋割り説明、移動 
19:00-21:00      夕食・食堂（研究室紹介） 
21:00-23:00      意見交換会 

  
二日目：8月９日（木） 
07:30-09:00      朝食・食堂 
09:00-12:30      一般発表 
12:45-13:35      ランチョンセミナー2 
13:45-14:35      招待講演2（早大・准教授・岩崎秀雄 先生） 
14:45-16:50      一般発表 
17:00-21:00      夕食・バーベキュースペース 
21:00-23:00      意見交換会 

 
三日目：8月１０日（金） 
07:30-09:00      朝食・食堂 
09:00-12:30      一般発表 
12:30-13:00      閉会の挨拶（優秀発表者の表彰、次回の開催と新規ワーキンググ

ループの紹介） 
 
4.  参加・発表登録 
定員：およそ70名 
発表様式: 

• 口頭発表とA3ポスター発表 
会費（宿泊代・食事代を含む）： 

• 学生・院生＝12,000円以内 (7月下旬に決定予定です。発表者にはさらなる優遇
措置あり) 

• 有職者＝25,000円 
• 当日、受付でお支払いください。 

発表資格： 
前回に引き続き、今回も発表者の年齢制限を設けません。研究に関して若さと情
熱にあふれる方の発表をお待ちしています。 

参加・発表申込： 
• 宛先： 事務局・fumito-m.bac＠tmd.ac.jp (＠を半角に変えてください)にEメー
ルでお送りください。 

• 締切：2012年7月9日（月） 
１．出来る限りグループ毎にまとめてお申し込みください。 
２. Subject欄メールの件名に「若手コロッセウム参加申込」と記入して下さい。 
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３．以下の事項を記入した書類
https://sites.google.com/site/wakatecolosseumbacteriology/2012Hachioji/2012leaflet 
にある「Registration.xlsx」に記載し、メールに添付してください。 

 ①参加者の氏名 
 ②所属・身分か学年（教授，准教授，助教，PD，研究補助員，D3, M2, B4など） 
 ③性別 
 ④メールアドレス・連絡先 
 ⑤発表希望の有無 (有りの場合には、10+5分発表の'A', 15+5分発表の'B'と記載
ください。無しの場合には'無し'と記載してください) 

 ⑥特別に配慮すべき希望（○日目のみ参加，ベジタリアン、宿泊しない、など）． 
４．発表希望者は、発表タイトル・発表者・所属・キーワード（５個以内）・要旨を
A4サイズ「2枚以内」にまとめ、PDFファイルでお送り下さい。要旨作成例は、
ダウンロードサイト: 
https://sites.google.com/site/wakatecolosseumbacteriology/2012Hachioji/2012leaflet�
の「Abstract_template.docx」をご参照ください。余白、フォント、サイズはそ
のままご利用の上、PDFファイルに変換してお送りください。本会では、分野外
の方でも読みやすい要旨となるように、ワーキングループ内で要旨チェックをさ
せていただきます。難しい用語、キーワードなどの概念図、参考文献などに関し
て追記・修正をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。 

• 優秀発表賞対象者は、発表者氏名の左に「（発表賞対象者）」と付け加えてくだ
さい。 

5．A3ポスター、研究室紹介（項目5. お知らせに詳細記載）は、別途8月1日までに 
fumito-m.bac＠tmd.ac.jp (＠を半角に変えてください)にお送りください。 

6. 一つのメールサイズは、5MB以内になるように分割して、お送りください。 
 
5.  お知らせ 
a) 発表に関する詳細 
口頭発表は下記の2種類です。 
(A) 発表時間：10分、質疑応答＋発表者交代：5分 
(B) 発表時間：15分、質疑応答＋発表者交代：5分 

• すべての口頭発表者の方はA3ポスター発表も併せてお願いいたします。作成例は
https://sites.google.com/site/wakatecolosseumbacteriology/2012Hachioji/2012leaflet 
の「A3_poster_template.docx」です。A3ポスター原稿は作成例と同じサイズの
フォント、余白で作成してください。原稿は5MB以下のPDFファイルに変換して、
8月1日までにfumito-m.bac＠tmd.ac.jp (＠を半角に変えてください)までお送り
ください。 

• 本会では、優秀発表賞として、優秀な発表をされた学生、大学院生など(有職者以
外) 3名を表彰いたします。審査対象者は、要旨とスライドの氏名に「（発表賞対
象者）」の記載をお願いいたします。 

• A3ポスター原稿には、タイトル、氏名（対象者は「（優秀発表賞対象者）」の記
載）、発表内容を記載してください。また、可能であれば、作成例の右下にある
ように顔写真、研究テーマ、コメントをいれてください。A3ポスターは、限られ
た発表時間では議論しきれなかった内容について、さらに研究交流会で活発に議
論していただくために利用していたくことを意図しております。お送りいただい
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たPDFファイルは、事前に事務局で印刷し会場に設置いたします。作成に関して、
発表で使用する予定のスライドを単純に貼り付けたものも構いませんが、背景、
方法、結果、まとめ、は必ず含むようにしてください。なお、ここでの議論も優
秀発表賞の審査対象といたします。 

• 口頭発表は、各自のPCで行えるように準備をお願いいたします。 
• 発表者の方は、次の発表者の方の座長をお願いいたします。 
• 本会の発表では、発表中の質問、コメントを可としています。そのため、発表後
の質問時間については、守る必要はありません。すなわち、タイムテーブルの短
縮・延長の両者を可とします。柔軟にご対応ください。 

b) 研究室紹介（全ての参加グループが該当） 
• 前回の若手コロッセウムに引き続き、異なるグループ間の交流を深めるため、1日
目の夕食時に研究室紹介の時間を設ける予定です。1研究室当たり2分以内を目安
に紹介をお願いします。スライドは3枚以内で代表者（なるべく若い人）1～2人
が所属研究室の紹介をして下さい。 

• 事前にスライドのファイルを１つのPCにコピーして順次行います。スライドを
PDFファイルに変換して、2012年8月1日までにfumito-m.bac＠tmd.ac.jp (＠を
半角に変えてください)宛にお送りください (ファイルサイズは5MB以内)。 

• 発表のないグループも、研究室紹介をお願いいたします。スライドの内容・形式
は自由ですが、必ず１枚目に大きめの字で研究室名を記入し、２枚目以降も研究
室略称と何枚目かを右上に表示して下さい（例：東京医科歯科大学・中川研-2な
ど）。作成例は
https://sites.google.com/site/wakatecolosseumbacteriology/2012Hachioji/2012leaflet 
の「Lab_introduction.pdf」をご覧ください。 

c)  シニア研究者へのお願い 
一部のシニアの参加者の方々には、優秀発表賞選考のご協力をお願いいたします。
あらかじめご了承ください。 

 
6.アクセスと宿泊  
宿泊情報： 
 大学セミナーハウスは、4人部屋となっています。無線LANが会場に、有線LANが
宿泊部屋に設置されています。お風呂・トイレはユニットバスが個々の部屋に設置
されています。バスタオルとフェイシャルタオルはありますが、歯磨きなどの洗面
具は個人でお持ちください。駐車場は無料で利用可能となっています。 

場所：公益財団法人 大学セミナーハウス 
〒192-0372 東京都八王子市下柚木1987-1 
TEL: 042-676-8511 (代表) 
FAX: 042-676-1220 
http://www.seminarhouse.or.jp/index.html 

 
7 .  質問、ご意見等の問い合わせ先 
所属： 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 細菌感染制御学分野 
氏名： 丸山史人 
e-mail： fumito-m.bac＠tmd.ac.jp (＠を半角に変換してください) 
Tel： 03-5803-5457 


