日本環境学会第 44 回（2018 年）研究発表会
1 ．開催日程：6 月 23 日（土） 午

要領

前：研究発表（口頭・ポスター）

午

後：総会

夕

方：懇親会

シンポジウム
6 月 24 日（日） 終
午

日：研究発表（口頭・ポスター）
後：自主企画セッション（3 件以内を予定）

6 月 25 日（月） エクスカーション（予定）
2 ．会

場：三重大学生物資源学部
〒 514-8507 三重県津市栗真町屋町 1577
会場アクセス
http://www.mie-u.ac.jp/traffic/index.html
キャンパスマップ
http://www.mie-u.ac.jp/campusmap/index.html
交通機関アクセス
主な交通機関からのアクセスは上記の会場アクセス URL をご覧ください。最寄り駅
は近鉄「江戸橋駅」
（急行が停車します）です。会場は，生物資源学部校舎（http://
www.mie-u.ac.jp/pdf/2017_campusmap-j.pdf にある D の建物）です。

3 ．費用・参加申し込み
①参加費（予稿集代含む）
5 月 11 日（金）までに振込

5 月 12 日（土）以降に振込・当日

一般・シニア会員

5,000 円

6,000 円

学生会員

3,000 円

4,000 円

非会員

6,000 円

7,000 円

②予稿集代：2,000 円（追加購入または参加せずに予稿集だけ購入の場合は，印刷部数が限られてい
るため，あらかじめご希望をお知らせください）
③懇親会費：一般会員 5,000 円，学生 3,000 円（当日申し込みは 1,000 円増し）
④昼食（弁当）代（日曜日のみ）
：1 食（お茶付）800 円。希望される方は参加費等とともに事前に振
込をお願いします。
（学内の食堂は，日曜日には営業しておりません。会場周辺には複数の飲食店
やコンビニエンスストアがあり当日周辺地図を配付します。）
⑤事前参加申し込み：同封の振込用紙によるお支払いをもって参加申し込みとさせていただきます。
（振込手数料はご負担願います）
⑥当日参加申し込み：会場にて受け付けます。
※領収書ご希望の方は当日受付にてお申し出ください。
※参加費を納入されて研究発表会をご欠席された場合，納入した参加費の払い戻しはいたしません
が，予稿集はお送りいたします。
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4 ．宿泊
各自でご手配をお願いいたします。
5 ．研究発表申し込み【申し込み期限：2018 年 4 月 13 日（金）17：00 まで】
・研究発表をご希望の方は，日本環境学会ウェブサイト上の「研究発表申し込みフォーム」のリンク先
からお申し込みください。その後申し込み受け付けの自動確認メールが届きます。フォームを送信し
て 3 日を経過して確認メールが届かない場合は，大変お手数ですが，大会事務局（jaes2018@jaes.
sakura.ne.jp）までご連絡をお願いいたします。
・発表セクションの例（申し込み状況により新設・変更の可能性があります）
1．地球環境

2．エネルギー

3．大気汚染

4．土壌・水質

5．廃棄物・都市問題

6．生態系・生物多様性

7．環境経済・環境政策

8．環境教育・環境哲学

9．震災・災害関連
11．環境情報

10．市民科学
12．自由論題

・口頭発表は，発表 12 分，質疑応答 3 分の，計 15 分です。
・セキュリティの都合上，プロジェクターを使用する場合は，パーソナルコンピューターをご自身でご
用意下さい。接続は VGA 端子（ミニ D-Sub 15pin）です。変換ケーブルが必要な方は，必ずご自身
でご持参下さい。大会事務局では対応しかねます。
・研究発表者は原則として本会の会員に限ります。会員でない場合は，発表申し込み後，速やかに入会
の申し込みをお願い致します。ただし，連名者のうち発表しない方は会員である必要はありません。
・予稿集原稿の著作権および電子的形態による利用も含めた包括的な著作権は，原則として日本環境学
会に帰属するものとします。ただし，著者自身が自著の原稿を複製・翻案等の形で利用することは差
し支えありません。
・上記の著作権に関する記述は，予稿集を日本環境学会のウェブサイトに掲載するためのものです。し
たがって，発表者が発表内容を論文・著作としてまとめたり，講義などで使用したりすることを 制限
するものではありません。
・申し込みフォームのご記入などでご不明な点などございましたら，大会事務局（jaes2018@jaes.sakura.
ne.jp）までご連絡下さい。
研究発表申し込みフォーム：
以下の日本環境学会ウェブサイト上にて，研究発表申し込みフォームのリンク先からお申し込み下さい。
http://www.jaes.sakura.ne.jp
6 ．自主企画セッション申し込み【申し込み期限：2018 年 4 月 13 日（金）17：00 まで】
・自主企画セッションは，ある特定のテーマについて複数名で報告・議論を行う場を提供するもので
す。
・研究発表と自主企画セッション両方に申し込みすることは可能です。ただし，同一テーマ，内容とみ
なされるものについては重複の申し込みとみなし，報告内容・趣旨等を大会実行委員会より 確認させ
ていただく場合があります。
・自主企画セッションの時間は，120 分です。時間内であれば開催方法（事例報告，パネルディスカッ
ション，ワークショップなど）は自由に設定できます。
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・自主企画セッションの開催をご希望のグループは，代表者 1 名が日本環境学会ウェブサイト上の「自
主企画セッション申し込みフォーム」をダウンロードしてご記入の上，大会事務局まで，メール
（jaes2018@jaes.sakura.ne.jp）お申し込み下さい
・お申し込みの際は，事前に，座長，演者など全員に内諾を取って下さい。なお，座長，演者など の旅
費・宿泊費は，学会では一切負担致しません。
・事務局にて確認の後，申し込み受付の確認メールをお送りします。フォームを送信して 1 週間を経過
しても確認メールが届かない場合は，お手数ですが大会事務局（jaes2018@jaes.sakura.ne.jp）までご
連絡をお願い致します。
・応募多数の場合は，会場の都合により，セッション間での時間等の調整，またはセッション企画をお
断りする場合があります（全部で 3 件を予定しています）。
・自主企画セッションの採否は，4 月 23 日（月）までに代表者の方にメールにてお知らせします。セッ
ションが不採用になった方で一般の研究発表に切り替えて報告をご希望される方については，個別に
対応させて頂きます。
・自主企画セッションで使用する文房具等はすべて応募グループでご準備下さい。開催校でご提供する
ものは，会場，マイク，プロジェクターのみです。
・セキュリティの都合上，プロジェクターを使用する場合は，パーソナルコンピューターをご自身 でご
用意下さい。接続は VGA 端子（ミニ D-Sub 15pin）です。変換ケーブルが必要な方は，必ずご自身
でご持参下さい。大会事務局では対応しかねます。
・自主企画セッションの代表者は本会の会員に限ります。会員でない場合は，申し込み後，速やかに入
会の申し込みをお願いいたします。
・自主企画セッションも予稿集原稿をご提出いただきます（セッションで 1 つ）
。代表者がとりまとめ
の上，下記の予稿集締め切りの期限までにご提出下さい。
・予稿集原稿の著作権および電子的形態による利用も含めた包括的な著作権は，原則として日本環境学
会に帰属するものとします。ただし，著者自身が自著の原稿を複製・翻案等の形で利用することは差
し支えありません。
・上記の著作権に関する記述は，予稿集を日本環境学会のウェブサイトに掲載するためのものです。し
たがって，発表者が発表内容を論文・著作としてまとめたり，講義などで使用したりすることを制限
するものではありません。
・申し込みフォームのご記入などでご不明な点などございましたら，大会事務局（jaes2018@jaes.
sakura.ne.jp）までご連絡下さい。
7 ．予稿集原稿の作成と送付
・口頭発表，ポスター発表および自主企画セッションの予稿集原稿は電子メールにて大会事務局
（jaes2018@jaes.sakura.ne.jp）までご提出下さい。締め切りは 2018 年 5 月 11（金）17：00 までです
（必着）
。 提出が遅れた場合には，原則として予稿集に掲載できません。
・研究発表，ポスターセッション，自主企画セッションの原稿の様式は，後日，日本環境学会ウェブサ
イトよりダウンロードできます。
8 ．託児施設の利用
各自でご手配をお願い致します。
9 ．エクスカーションについて
現在，エクスカーションについて検討中です。決まり次第，ホームページや info メールで周知します。
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10．実行委員会
委員長

：梅崎

輝尚（三重大学大学院生物資源学研究科）

副委員長：伊藤

良栄（三重大学大学院生物資源学研究科）

委

員

事務局

：山田二久次（三重大学大学院生物資源学研究科）
：近藤

雅秋（三重大学大学院生物資源学研究科）

：廣住

豊一（四日市大学環境情報学部）

：長屋

祐一（三重大学大学院生物資源学研究科）

〒 514-8507 三重県津市栗真町屋町 1577

三重大学

生物資源学部

資源作物学研究室

TEL：059-231-9488（直通）
FAX：059-231-9634（共通ファックスのため長屋と宛名をお書きください）
E-mail：jaes2018@jaes.sakura.ne.jp
参加費等振込先口座（ゆうちょ銀行）
：
口座記号番号：00870 – 6 – 137216
口座名称：日本環境学会第 44 回研究発表会実行委員会
（ニホンカンキョウガッカイダイヨンジュウヨンカイケンキュ）
店名：０八九（ゼロハチキユウ）
店番：０８９
当座預金
口座番号：0137216

第 44 回研究発表会事務局より，会員のみなさまに，お知らせいたします。
1 ．昨年と比べて，発表セクションに，
「市民科学」「環境情報」の項目を増設いたしました。
2 ．本年のエクスカーションについては，現在検討中です。決まり次第，学会のホームページでお知ら
せします。
3 ．費用の振込は，同封された青い色の振込取扱票をご利用ください。払込期日によって金額が異なり
ますので，5 月 11 日までのお振込みをお勧めいたします。
4 ．前回の開催（2011 年，第 37 回）より，津駅周辺にホテルと飲食店が大幅に増えました。
5 ．キャンパス内の付属病院が建て替えられまして，12 階に伊勢湾が展望できるレストランがあります。
運がよければ，ドクターヘリも駐機しております。一般の方でもご利用できますので，お時間があ
りましたら，ご利用ください。
会員のみなさまのご参加をお待ちしております。
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