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日本環境学会 第 46 回（2020 年）研究発表会要項      

                                           

1．開催日程 

6月 27日（土）  

午 前： 研究発表会（口頭・ポスター） 

午 後： 総会, 全体シンポジウム   

夕 方： 懇親会  

6月 28日（日）   

午 前： 研究発表会（口頭・ポスター） 

午 後： 自主企画セッション（3件以内） 

2．会場 

立命館大学，衣笠キャンパス（京都）  〒603-8577 京都府京都市北区等持院北町 56-1  

交通アクセス   http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/kinugasa/ 

キャンパスマップ http://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=227619&f=.pdf 

http://www.ritsumei.ac.jp/campusmap/kinugasa/ 

 

3．費用，参加申し込み   

①参加費（予稿集代含む）    

5月 15日（金）までに振込の場合（早期申込）／ 5月 16日（土）以降に振込の場合 

一般・シニア会員 5,000円（早期申込） ／ 6,000円  

学生会員  3,000円（早期申込）  ／ 4,000円 

非会員   6,000円（早期申込）  ／ 7,000円 

5月 15日（金）までに振り込みされる場合は，割引となっています． 

全体シンポジウムは市民の方に公開します（無料）．研究発表会を聴講される場合は，参加費が必要です． 

②予稿集代： 2,000円 

予稿集印刷の都合上，2 冊以上購入，または予稿集だけ購入の方は，部数を実行委員会にお知らせください．

5月 16日(土)までに申し込みをしてください． 

③懇親会費： 一般・シニア会員 5,000円， 学生 3,000円  

④昼食（弁当）代： 1食 1,000 円 （土曜日 および 日曜日） 

弁当希望者は，お弁当代を，参加費等と一緒に振り込みしてください．学内の食堂は，土日には営業していま

せん．会場周辺には，飲食店やコンビニエンスストアがあります．当日，周辺地図を配付します． 

お弁当の申し込み締め切り： 6月 15日（月）17：00． 締め切り以降は，受け付けません． 

 

http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/kinugasa/
http://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=227619&f=.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/campusmap/kinugasa/
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⑤参加申し込み，参加費の振り込み  

発表者も，発表会に参加(聴講)だけされる方も，いずれも，学会ウェブから「事前参加申し込み」 が必要です．  

郵便振込用紙で，参加費を事前に振り込みしてください（振込手数料の負担を願います）．  

郵便振替の着金が確認されるまでに，3 日ほどかかります．直前に振り込みをした方は，振り込み票を保管し，

当日，受付までご持参ください．  

⑥当日参加申し込み：  

会場では，現金による参加費支払いは，扱いません．当日参加であっても、事前に，郵便局/銀行/コンビニで，

振り込みをしてください． 当日，振り込み票をご持参ください． 

※領収書をご希望の方は，当日受付にてお申し出ください． 

※参加費を納入した後，研究発表会を欠席された場合，納入された参加費の払い戻しは致しませんが，予稿

集はお送りいたします． 

 

4．研究発表申し込み   

①研究発表の申し込み期限： 2020年 4 月 6 日（月） 23：00 まで （厳守） 

研究発表をご希望の方は，日本環境学会ウェブサイト（http://jaes.sakura.ne.jp/）に掲載予定の「研究発表

申し込みフォーム」のリンクから，お申し込みください． 

ポスター発表を希望の方も，申し込みをしてください． 

申し込みの後，「申し込み受付」 の自動確認メールが届きます．発表申し込みフォームを送信して 3 日を経

過しても，確認メールが届かない場合は，大会事務局（jaes2020@jaes.sakura.ne.jp）に連絡をお願いします． 

②発表可能なセッション： （申し込み状況により，変更/調整する可能性があります） 

  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・環境法   8．環境教育・環境哲学    9．震災・災害関連 

  10．市民科学      11．環境情報    12．自由論題 (事務局で調整いたします)  

発表申し込みは，原則として，学会員 1 人 1 報告とします．発表時間が限られていること，会員に公平に発表

機会を提供するためです．実質的に同じテーマによる複数の報告，あるいは，第 1 部，第 2 部のように，同じ

テーマのシリーズで複数の報告を申し込むことは，ご遠慮ください．報告テーマが重複している場合は，報告

内容・趣旨等を実行委員会から確認させていただきます． 

③発表時間，準備するもの 

口頭発表は，発表 12 分，質疑応答 3 分で，計 15 分です． 

発表者自身で，パーソナル・コンピュータをご用意下さい．パソコンとプロジェクターとの接続は Windows 用

VGA 端子（ミニ D-Sub 15pin）を原則とします．会場により，HDMI端子が無い会場があります． 

HDMI 端子との変換ケーブル，Mac 用変換ケーブル/端子等は，必ず各自でご持参下さい．大会事務局では
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対応しかねます．  

④登壇者（研究発表者）： 登壇者は，本学会の会員に限ります．会員でない場合は，発表申し込みと当時に，入

会申し込みを，学会事務局までお願い致します．ただし，連名者のうち，登壇しない方は，会員でなくでも構い

ません．  

⑤予稿集原稿の著作権 

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．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．  

申し込みフォーム記入で質問があれば，大会事務局（jaes2020@jaes.sakura.ne.jp）までご連絡下さい．  

 

5．自主企画セッション申し込み  

①【自主企画の申し込み期限： 2020 年 4 月 6 日（月） 23：00 まで】  

自主企画セッションは，特定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，内容的に同一テーマと見なされ

るものは，ご遠慮ください．研究発表と自主企画セッションの内容が殆ど重複している場合は，報告内容・趣旨

等を大会実行委員会が確認させていただきます．  

自主企画セッションの時間は，1 セッション 120 分を原則とします．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・研究会など）は自由に設定できます．  

 

②申し込み方法 

・自主企画セッションを希望するグループは，代表者  1 名が，日本環境学会ウェブサイト（http:// 

jaes.sakura.ne.jp/）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記入のうえ，大会事務局まで，

電子メール（jaes2020@jaes.sakura.ne.jp）に申し込みをしてください．  

・大会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．申し込み送信後，1 週間を経過し

ても確認メールが届かない場合は，大会事務局（jaes2020@jaes.sakura.ne.jp）まで連絡をお願い致します． 

・自主企画セッションの申し込み確認の後，開催の有無に変更がある場合は，実行委員会に必ずご連絡くださ

い．会場費用がかかるため，無断キャンセルはできません． 

・自主企画セッションは，3 件以内を予定します．応募多数の場合は，会場の制約により，セッション時間の調

整，または，セッション企画をお断りする場合があります．  

・自主企画セッションの採否は，4 月 15 日（水）までに，代表者の方に，メールでお知らせします．自主企画セ

ッションが不採用になった方で一般発表に切り替えて報告を希望される場合は，個別に調整します．  
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・自主企画セッションの代表者は，本学会の会員に限ります．学会員でない場合は，セッション申し込みと同時

に，本学会に入会申し込みをしてください．  

・事前に，座長，演者の全員に内諾を取って下さい．座長・演者の旅費・宿泊費は自己負担してください．  

③自主企画セッションの会場費   

会場の清掃費がかかるため，会場費として，セッション 1件につき，5,000円を，セッション代表者から振り込み

してください（会場費は，代表者のみ必要です．代表者以外の方の負担はありません）． 

下記の郵便振替口座に振り込みをしてください． 

④予稿原稿の提出，著作権  

・自主企画セッションも，予稿集原稿を提出してください．セッションで 1 本の予稿です．代表者から，予稿原

稿の締め切り期限までに，提出して下さい．  

・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．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．  

⑤用具，パソコン等： 

用具，パソコン等は，応募グループでご準備下さい．開催校が用意するものは，会場，マイク，プロジェクター

のみです．  

パーソナル・コンピュータは，各自でご用意下さい．プロジェクターとパソコンとの接続は，VGA 端子（ミニ D-

Sub 15pin）を基本とします．HDMI変換ケーブルや Mac用の接続ケーブルなどは，必ず各自でご持参下さい．

大会事務局では対応できません．  

申し込みフォーム記入などでご不明な点などございましたら，大会事務局（jaes2020@jaes.sakura.ne.jp）まで

ご連絡下さい． 

 

6．予稿集原稿の作成と送付 （研究発表，ポスター発表，自主企画セッション） 

①予稿原稿の締切： 2020 年 5 月 8日 （金） 23：00 （必着）  

締め切りを厳守してください．提出が遅れた場合には，予稿集に掲載できません．  

②原稿提出先： 大会事務局（jaes2020@jaes.sakura.ne.jp）に，電子メールでご提出下さい． 

必ず，Word版と PDF版の両方を送信してください（ファイルの文字化けのリスクを回避するためです）． 

③執筆様式のダウンロード 

研究発表，ポスター発表，自主企画セッションの原稿様式は，後日，日本環境学会ウェブサイ  ト

（http://jaes.sakura.ne.jp/）よりダウンロードできます． 

 

mailto:jaes2020@jaes.sakura.ne.jp
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7．宿泊，その他 

宿泊： 各自でご手配をお願いいたします．早めの手配をお勧めします． 

託児施設はありません．各自でご手配をお願い致します． 

 

8．実行委員会   

実行委員長： 竹濱朝美 （立命館大学） 

実行委員：  杉本通百則 （立命館大学）     

桜井良 （立命館大学） 

    豊田陽介 （気候ネットワーク）   

事務局：〒603-8577 京都府京都市北区等持院北町 56-1 立命館大学，産業社会学部，竹濱研究室 

Email： jaes2020@jaes.sakura.ne.jp 

 

 

9．参加費等の振り込み口座  

ゆうちょ銀行   

口座記号番号： 00900- 9- 334442   

口座名称： 日本環境学会第 46回研究発表会実行委員会 

口座名称（カナ）： ニホンカンキョウガッカイダイヨンジュウロクカイケンキュ   

店名：〇九九 （ゼロキュウキュウ）店 

店番： 099 

預金種目： 当座 

口座番号： 0334442 

 

手続きの締め切り期限 
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