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平成２９年２月１０日(金) 

日時 内容 場所 

10：00 ～ 10：30 受付  教育研究基盤ｾﾝﾀｰ 

10：30 ～ 10：50 開講式 

教育研究基盤センター長挨拶 

講師紹介 

講師挨拶 

教育研究基盤ｾﾝﾀｰ 

ｾﾐﾅｰ室（227 室） 

10：50 ～ 11：50 講義 
【講義】  

溶液 NMR の基礎と高分子化合物の測定 
〃 

11：50 ～ 12：50 昼休憩  
 

12：50 ～ 13：50 講義 【講義】溶液 NMR を用いた定量分析 
教育研究基盤ｾﾝﾀｰ 

ｾﾐﾅｰ室（227 室） 

13：50 ～ 14：00 休憩・移動   

14：00 ～ 15：30 
演習 

実習 

【実習】装置を使った実習 

高分子化合物の測定のノウハウ 

定量分析の実際 

教育研究基盤ｾﾝﾀｰ 

実験室（121 室） 

15：30 ～ 15：40 休憩・移動   

15：40 ～ 16：00 閉講式 

講師挨拶 

修了証書授与、写真撮影 

教育研究基盤センター長挨拶 

教育研究基盤ｾﾝﾀｰ 

ｾﾐﾅｰ室（227 室） 

●修了証書／全課程を修了された方には修了証書を授与 

 

豊橋技術科学大学 教育研究基盤センター 

企業等の技術者、高等専門学校教員、工業高校教員等  

５，０００円（受講料は、当日、受付において現金でお支払い願います。） 

平成２９年２月２日（木）（定員になり次第、受付を終了とさせていただきます。） 

 

 
 

【申込先】豊橋技術科学大学 教育研究基盤センター（担当：研究支援課センター支援係 白井・榊原） 

FAX ： ０５３２－４４－６５６８  E-mail ： kencen@office.tut.ac.jp 
 
 

氏名

ふりかな

                        性別     男    ・     女 

所属機関名 
 

住所 
〒 

ＴＥＬ 
 

ＦＡＸ 
 

E-mail 
 

※ご記入いただきました住所等の個人情報は、豊橋技術科学大学が実施する催事情報をお知らせする目的以外には、使用いたしません。 

開催日時および時間割 

ところ       

対象       

受講料      

申込期限       

以下の内容をＦＡＸまたは E-mail でご連絡ください。 

受講決定者には、受講案内のご連絡をいたします。 

 

受講申込書 


