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参加者 

（敬称略・以降同様） 

講師 

新田 宗土 （慶應義塾大学 教授） 

 

広島大学 

稲垣 知宏 （スタッフ） 

両角 卓也 （スタッフ） 

石川 健一 （スタッフ） 

金森 逸作 （PD） 

清水 勇介 （PD） 

Apriadi Salim Adam （D3） 

上野 崚一郎 （D2） 

大兼 英朗 （D2） 

由宇 朗大 （D1） 

坂本 弘樹 （D1） 

髙木 堅太 （D1） 

高橋 隼也 （D1） 

永田 龍太郎 （M2） 

河村 優太 （M1） 

田川 容輝 （M1） 

松尾 大和 （M1） 

横田 圭祐 （M1） 

徳永 裕也 （B4） 

西田 睦 （B4） 

宮鼻 叶太 （B4） 

 

愛媛大学 

宗 博人 （スタッフ） 

亀井 武成 （D2） 

竹内 康平 （M2） 

山崎 奨汰 （B4） 

遠藤 諒太 （B4） 

 

山口大学 

白石 清 （スタッフ） 

國安 正志 （研究生） 

服部 拓也 （B4） 

 

大阪大学 

尾田 欣也 （スタッフ） 

 

九州大学 

森川 億人 （M2） 

 

島根大学 

朝野 佑亮 （M2） 

 

トムスク国立教育大学 

高田 浩行 （スタッフ） 

計 33 名 
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SSI2017 概要 

開催期間 

2017 年 9 月 27 日（水）～29 日（金） 

 

開催地 

山口県由宇青少年自然の家（詳細は次ページ） 

 

参加費用 

参加費用は前払いです。全日程参加の方は 13,000 円となります。 

 

SSI2017 ホームページ 

http://theo.phys.sci.hiroshima-u.ac.jp/~soken/SSI/SSI2017/ssi2017_ind.html 

 

世話人 

石川 健一（広島大学 准教授） 

横田 圭祐（SSI2017 校長） 

田川 容輝（SSI2017 副校長） 

 

連絡先 

横田圭祐（e-mail: m173788 置 at換 hiroshima-u.ac.jp） 

 

 

  

http://theo.phys.sci.hiroshima-u.ac.jp/~soken/SSI/SSI2017/ssi2017_ind.html
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開催地 

施設概要 

山口県由宇青少年自然の家（ふれあいパーク） 

〒740-1432 山口県岩国市由宇町字深山 2273-2 

TEL: 0827-63-1513 FAX: 0827-63-1558 

HP: http://www.furepaku.com/ 

利用の手引き: http://www.furepaku.com/documents/#document_guidance（施設

の見取り図はこちらにあります） 

 

アクセス 

JR 山陽本線 由宇駅から送迎バスないしタクシーで約 20 分。 

 

送迎バス 

行き： 9 月 27 日（水）14:30 および 15:00 頃に由宇駅発（ピストン運行） 

※バスの定員の都合上、広島大学からの参加者はなるべく前者の 14:30 の便にお

乗りください。 

帰り： 9 月 29 日（金）12:30 に自然の家発 

 

タクシー 

つづタクシー 

TEL: 0827-38-1560（配車センター・24 時間対応） 

HP: http://tsuzu.net/ 

 

※自家用車でのアクセスも可能ですが、開催地に至る山口県道 150 号は道幅が狭いのでご

注意ください。交通案内図については開催地の「利用の手引き」をご覧ください。 

 

  

http://www.furepaku.com/
http://www.furepaku.com/documents/#document_guidance
http://tsuzu.net/
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宿泊 

部屋割り 

 

部屋番号 氏名 

402 
田川 松尾 山崎 服部 

403 
高橋 徳永 宮鼻 遠藤 

404 
髙木 朝野 河村 横田 

405 
坂本 永田 竹内 森川 

406 
上野 大兼 亀井 由宇 

407 
金森 清水 國安 

Apriadi 

408 
両角 石川 尾田 高田 

409 
新田 稲垣 宗 白石 

410 
西田 

- - - 

 

 

 

 

※ベッドのシーツ類は希望があれば無料で交換します。 

※退所日（29 日）の朝にチェックアウトを行います。各部屋の整理整頓をして、チェック

アウト時確認表でチェックをしてください。8:10–8:40 に確認表と部屋の鍵を団体の責任

者（横田）に渡してください。 
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食事 

初日の夕食はバーベキューです。（雨天決行） 

 
9 月 27 日 9 月 28 日 9 月 29 日 

朝食 
- 

レストラン レストラン 

昼食 
- 

レストラン レストラン 

夕食 
BBQ 

レストラン 
- 

 

場所： バーベキュー 野外炊事場（下） 

レストラン 本館 2 階 

 

※BBQ は立食形式です。9 班に分かれて調理します。班分けは以下の通りです。 

1班 新田 稲垣 竹内 河村 

2班 両角 高田 永田 徳永 

3班 清水 坂本 山崎 西田 

4班 白石 大兼 髙木 朝野 

5班 石川 由宇 高橋 服部 

6班 宗 國安 松尾 宮鼻 

7班 尾田 上野 亀井 
- 

8班 金森 森川 遠藤 
- 

9班 
Apriadi 

田川 横田 
- 
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入浴 

場所： 本館 1 階 浴室、シャワー室 

時間： 16:00–24:00、6:00–9:00 

備品： ボディーソープ・リンスインシャンプー、ドライヤー（浴室のみ） 

※利用後に団体の責任者が浴室の状況を確認する必要がありますので、なるべく 23 時ま

でに上がってください。 

※タオルや歯ブラシは持参してください。（施設で購入もできます。7:00–22:00 に事務室

にてタオル：30 円、歯ブラシ：70 円で販売しております） 

※浴衣（大人用フリーサイズのみ）を無料で借りられます。希望者は 21 時までに事務室

へお申し出ください。 

 

諸注意 

 野外には蜂やマムシ、マダニが生息していることがあります。充分気をつけてくださ

い。 

 施設の出入り口は 22:30 に施錠されます。 

 施設には自動販売機があり、飲み物を購入できます。 

 飲食物の持ち込みは可能ですが、室内での飲食は禁止です。各階の談話コーナーでお

願いします。 

 ゴミは必ず持ち帰ってください。 

 施設内は禁煙です。喫煙は屋外の指定された場所で行ってください。 

 インターネット環境は用意されておりません。必要な方は各自でご用意ください。 

 本館 1 階のコインランドリーは自由に使用できます。使用後は次に使用する人のため

にすみやかに洗濯物を取ってください。（洗濯機：150 円、乾燥機：100 円） 
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スケジュール 

9 月 27 日（水） 

16:00 頃  本館玄関前 オリエンテーション 

16:30–19:05 野外炊事場 バーベキュー 

19:45–21:00 交歓室  発表 A 

23:00    就寝 

 

9 月 28 日（木） 

7:30–  レストラン 朝食 

8:40  本館玄関前 集合写真撮影 

9:00–12:00 交歓室  発表 B・講演（前編） 

12:15–  レストラン 昼食 

13:45–15:45   フリーディスカッション 

16:15–17:45 交歓室  講演（後編） 

18:00–  レストラン 夕食 

19:10–20:25 交歓室  発表 C 

23:00    就寝 

 

9 月 29 日（金） 

7:30–  レストラン 朝食 

8:10–8:40 各宿泊室 整理・片付け・チェックアウト 

9:00–11:20 交歓室  発表 D・交歓室の整理 

11:40–  レストラン 昼食 

12:30    退所（送迎バス） 

 

※野外炊事場は（下）です。交歓室は若者交流棟にあります。  
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講演・発表プログラム 

若者交流棟にある交歓室で行います。 

1 人当たりの発表時間は 20 分＋質疑応答 5 分の計 25 分です。 

9 月 27 日（水） 

19:45–20:10 坂本 弘樹 

20:10–20:35 上野 崚一郎 

20:35–21:00 由宇 朗大 

9 月 28 日（木） 

9:00–9:25 尾田 欣也 

9:25–9:50 森川 億人 

9:50–10:15 朝野 佑亮 

10:15–10:30 15 分休憩 

10:30–12:00 講演（前編） 

 

16:15–17:45 講演（後編） 

18:00–  夕食 

19:10–19:35 清水 勇介 

19:35–20:00 両角 卓也 

20:00–20:25 高田 浩行 

9 月 29 日（金） 

9:00–9:25 國安 正志 

9:25–9:50 金森 逸作 

9:50–10:15 白石 清 

10:15–10:30 15 分休憩 

10:30–10:55 高橋 隼也 

10:55–11:20 髙木 堅太 
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その他 

フリーディスカッション 

9 月 28 日（木）13:45–15:45 のフリーディスカッションでは、自由参加のソフトボールを

行います（担当：田川 容輝）。場所は多目的広場２（グラウンド）です。用具は借りら

れますので、奮ってご参加ください。 

※グラウンドは 13:00–16:05 で借りておりますので、開始前にもご利用いただけます。 

※使用された備品の後片付けとグラウンド使用後の整地（レーキ、ブラシ）にご協力くだ

さい。 

※雨天時は交歓室にて自由参加の卓球を行います。用具は借りられます。 

 

SSI 持参物 

身分証明書（学生証など）と健康保険証をご持参ください。 

あると便利なもの 

 パンフレット・アブストラクト集 

 衣類・寝巻・上着 

 タオル・歯ブラシ（事務室でも購入できます） 

 勉強道具 

 パソコン 

 携帯電話・充電器 

 虫よけ 

 雨具 

 懐中電灯 

 軍手（BBQ 用） 

 小銭（自動販売機・公衆電話・コインランドリーなどが利用できます） 

 ソフトボール用具（ご自身の道具でプレイしたい方） 

 医薬品（必要な方） 

 


