第 65 回日本木材学会大会(東京大会)会告
１．期日：2015 年 3 月 16 日(月)～18 日(水)
２．会場および日程：タワーホール船堀(東京都江戸川区船堀 4-1-1)
日付
会場

3月15日(日)
東京大学
弥生講堂

3月16日(月)

3月17日(火)

3月18日(水)

タワーホール船堀

タワーホール船堀

タワーホール船堀

IAWPS2015

午前

1)
2)
3)
4)

午後

60 周年
記念式典
記念講演会

夕方

60 周年
記念祝賀会

IAWPS2015

IAWPS2015・本大会
合同懇親会1)
19:00~20:30

学会賞等表彰式
13:30~14:30
本大会ポスター発表
14:30~18:20
本大会交流会2)
19:00~20:30

本大会口頭発表3)
9:30~11:45
13:00~17:00
本大会クロージング
セレモニー
17:15~17:45
研究会会合等
18:00~20:00

企業展示4)

懇親会は、IAWPS2015 と合同で行います。
ウッドサイエンスミキサーは開催しません。代わりに、交流会を開催します。
3 月 18 日(水)は、会場には 9:00 より入場できます。
企業展示の時間は、3 月 16 日(月) 13:00～18:30、17 日(火) 9:30～18:30、18 日(水) 9:30～12:30 です。

３．参加登録、合同懇親会、および交流会への参加申込
未登録の方は、当日に受付(タワーホール船堀 1F 展示ホール内)で手続きしてください。受
付時間は、3 月 16 日(月)17:00～19:00、17 日(火)9:00～19:00、18 日(水)9:00～17:00 です。
４．発表概要
（１）口頭発表
日 時：３月１８日(水) ９：３０～１１：４５、１３：００～１７：００
場 所：タワーホール船堀２～４Ｆ 会議室等、および、５Ｆ 小ホール
・原則として、講演者(要旨原稿で氏名の前に○が付されている方)以外の代理発表は、認めま
せん。
・発表時間は、発表・討論・講演者の交代を合わせて 15 分です。
・口頭発表は、液晶プロジェクターを用いて行います。コンピュータは各自で用意し、講演者
自身あるいは連名者等が操作してください。
・発表資料の作成に当っては、「色盲の人にもわかるバリアフリープレゼンテーション法
(http://night.nig.ac.jp/color/)」をご一読ください。
・会場内に試写ブースは設けません。
・口頭発表会場へは 9:00 より入場できます。
・会場については、ホームページをご覧ください。
（２）ポスター発表
日 時：３月１７日(火) 前半１４：３０～１６：１５、後半１６：３５～１８：２０
前半展示部門：Ａ.組織構造・培養、Ｈ.木質構造、Ｍ.抽出成分・微量成分、
Ｎ.保存、Ｏ.きのこ、Ｑ.環境・資源、Ｒ.林産教育・技術移転
後半展示部門：Ｂ.材質、Ｃ.物性、Ｄ.強度、Ｅ.乾燥、Ｆ.製材・機械加工、
Ｇ.居住性・感性、Ｉ.木質材料、Ｊ.接着・化学加工、
Ｋ.紙パルプ・セルロース・ヘミセルロース、Ｌ.リグニン、
Ｐ.熱分解・エネルギー変換

時間内訳：１３：００～１４：３０ 前半展示準備時間
１４：３０～１６：１５ 前半展示時間
（１４：３０～１５：３０ 奇数発表番号説明時間）
（１５：１５～１６：１５ 偶数発表番号説明時間）
１６：１５～１６：３５ 後半展示準備時間(貼り替え時間)
１６：３５～１８：２０ 後半展示時間
（１６：３５～１７：３５ 奇数発表番号説明時間）
（１７：２０～１８：２０ 偶数発表番号説明時間）
場 所：タワーホール船堀１Ｆ 展示ホール
・原則として、要旨原稿で氏名の前に○が付されている方が説明してください。
・ポスターの作成に当っては、「色盲の人にもわかるバリアフリープレゼンテーション法
(http://night.nig.ac.jp/color/)」をご一読ください。
・前半のポスター発表は、16:15 の展示終了後、速やかに撤収してください。
・後半のポスター発表は、18:20～19:00 の間に撤収してください。
・展示パネルの大きさは幅 120 cm×高さ 180 cm です。
・ポスターは、2 メートル離れたところからも明瞭に読み取れるように、文字や図表の記号な
どに配慮してください。また、説明文には、日本語または英語を用いてください。
・ポスターを展示するスペースに机は設置しません。机や棚等の搬入も禁止します。
・ポスター発表の中から、優秀ポスター賞を審査により選定し、3 月 18 日(水)のクロージング
セレモニーで表彰します。
５．学会賞等表彰式
日 時： ３月１７日(火) １３：３０～１４：３０
場 所： タワーホール船堀５Ｆ 小ホール
学会賞、奨励賞、地域学術振興賞、技術賞、優秀女子学生賞、および論文賞の表彰と、受賞
講演等を行います。
６．企業展示
日 時： ３月１６日(月) １３：００～１８：３０
１７日(火)
９：３０～１８：３０
１８日(水)
９：３０～１２：３０
場 所： タワーホール船堀１Ｆ 展示ホール
企業等による製品・機器の展示等を行います。3 月 15 日(日)午後と 16 日(月)午前に、搬入
のための時間を設けます。3 月 18 日(水)は、15:00 までに撤収していただきます。
７．懇親会(IAWPS2015 との合同懇親会)
日 時： ３月１６日(月) １９：００～２０：３０
場 所： タワーホール船堀２Ｆ 瑞雲＆平安
８．交流会
日 時： ３月１７日(火) １９：００～２０：３０
場 所： タワーホール船堀２Ｆ 瑞雲
９．クロージングセレモニー
日 時： ３月１８日(水) １７：１５～１７：４５

場 所： タワーホール船堀５Ｆ 小ホール
１０．宿泊・昼食について
近畿日本ツーリスト株式会社にて、宿泊の手配が可能です。希望される方は、電子メールに
て、ecc5-24@or.knt.co.jp へお問い合わせください。本大会では、弁当の手配はいたしません。
１１．会場へのアクセス
タワーホール船堀へのアクセス：
・東京駅より「JR 総武快速線」馬喰町駅にて乗換。馬喰横山駅から「都営新宿線」で船堀駅下
車、徒歩約 1 分
・羽田空港からリムジンバスにて「都営新宿線」一之江駅前下車、「都営新宿線」にて新宿方
面へ一駅約 2 分。船堀駅下車、徒歩約 1 分
・成田空港から京成バスにて「都営新宿線」一之江駅前下車、「都営新宿線」にて新宿方面へ
一駅約 2 分。船堀駅下車、徒歩約 1 分
詳細は、タワーホール船堀のホームページ(http://www.towerhall.jp/4access/access.html)をご参照
ください。
１２．自動車による来訪について
タワーホール船堀の地階に約 160 台分の駐車場がありますが、本大会開催期間中でも一般の
方が使用するため、なるべく公共交通機関をご利用ください。詳細は、タワーホール船堀のホ
ームページ(http://www.towerhall.jp/4access/access.html)をご参照ください。
１３．研究会等
・組織と材質研究会（生物劣化研究会と合同講演会・懇親会）
＜講演会＞
日 時：3 月 18 日(水) 18:00～19:30
場 所：タワーホール船堀 5F 小ホール
講演題目：Pathological wood anatomy: a niche in tradition and dogmas
講演者：Kim Yoon Soo 教授
（韓国全南国立大学・前総長、韓国木材工学会・元会長、
国際木材科学アカデミー・常任幹事（IAWPS secretary）
連絡先：船田 良（東京農工大学大学院）funada@cc.tuat.ac.jp
安部 久（森林総合研究所）abeq@ffpri.affrc.go.jp
＜懇親会＞
日時・場所については決まり次第、研究会メーリングリストにてお知らせします。
・木材の化学加工研究会（幹事会）
日 時：3 月 18 日(水) 18:00～19:00
場 所：タワーホール船堀 4F 401 会議室
内 容：化学加工研究会シンポジウムについて
連絡先：片岡 厚（森林総合研究所）ykataoka@ffpri.affrc.go.jp
・パルプ・紙研究会（討論会）
日 時：3 月 18 日(水) 18:00～20:00
場 所：タワーホール船堀 2F 蓬莱

内 容：討論会 「紙の構造が機能する先端マテリアルの新展開」
近年、紙の従来用途からは想像できないような機能多様化が急速に進んでいる。本討論会で
は、「紙の構造が誘導する新機能」に焦点を当て、新進気鋭の若手研究者に話題提供をいただ
きながら、今後の展開を討論する。
講 師：古賀 大尚 氏（大阪大学産業科学研究所）
小瀬 亮太 氏（東京農工大学大学院）
連絡先：江前 敏晴（筑波大学大学院）t@enomae.com
北岡 卓也（九州大学大学院）tkitaoka@agr.kyushu-u.ac.jp
・生物劣化研究会（組織と材質研究会と合同講演会・懇親会）
＜講演会＞
日 時：3 月 18 日(水) 18:00～19:30
場 所：タワーホール船堀 5F 小ホール
講演題目: Pathological wood anatomy: a niche in tradition and dogmas
講演者: Kim Yoon Soo 教授
（韓国全南国立大学・前総長、韓国木材工学会・元会長、
国際木材科学アカデミー・常任幹事（IAWPS secretary）
連絡先：松永 浩史（森林総合研究所）mhiroshi@ffpri.afrc.go.jp
茂山 知己（(株)ザイエンス）shigeyama@xyence.co.jp
＜懇親会＞
日時・場所については決まり次第、研究会メーリングリストにてお知らせします。
・木材接着研究会（連絡会）
日 時：3 月 18 日(水) 18:00～19:00
場 所：タワーホール船堀 4F 407 会議室
連絡先：塔村 真一郎（森林総合研究所）tomura@ffpri.affrc.go.jp
・機械加工研究会（総会と講演会）
日 時：3 月 18 日(水) 18:00～19:30
場 所：タワーホール船堀 4F 研修室
内 容：「木材切削と木工教育の 39.5 年」番匠谷 薫 (広島大学大学院教育学研究科)
※講演会に先立ち、軽食を取りながらの総会を行います。
連絡先：伊神 裕司（森林総合研究所）ikami@ffpri.affrc.go.jp
土川 覚（名古屋大学大学院）st3842@agr.nagoya-u.ac.jp
・抽出成分利用研究会（幹事会）
日 時：3 月 18 日(水) 18:00～18:30
場 所：タワーホール船堀 3F 307 会議室
内 容：本年度活動報告、次年度活動予定、役員改選
連絡先：小藤田 久義（岩手大学）kofujita@iwate-u.ac.jp
鈴木 史朗（京都大学）shiro-s@rish.kyoto-u.ac.jp
・林産教育研究会（見学会）
日 時：3 月 19 日(木) 9:30～15:00
集 合：9:30 東京駅発（貸切バスにて移動）

見学先：帝国器材、内田洋行新川本社など
内 容：
「学校教材販売会社（木育教材）の見学会」
学校家具ならびに木育教材の製造現場などを見学します。
参加費：2000 円程度（貸切バスと昼食代として当日集金します）
参加人数：先着 20 名程度
参加申込：3 月 2 日(月)までに氏名、所属、連絡先を下記宛にご連絡ください。
連絡先：大内 毅（福岡教育大学）tohuchi@fukuoka-edu.ac.jp
寺床 勝也（鹿児島大学）teratoko@edu.kagoshima-u.ac.jp
・ダイバーシティ推進委員会（委員会・ランチョンミーティング）
＜委員会＞
日 時：3 月 16 日(月) 11:00～12:00（IAWPS2015 の期間に開催）
場 所：タワーホール船堀 3F 301 会議室
＜ランチョンミーティング＞
日 時：3 月 16 日(月) 12:00～13:00（IAWPS2015 の期間に開催）
場 所：タワーホール船堀 3F 301 会議室
内 容：海外の研究者はどのように仕事とプライベートを両立し、また、どのような支援策が
あるのでしょうか？ 本ミーティングでは海外の研究者から話題提供をいただき、ざ
っくばらんなディスカッションを行います。参加の事前申し込みは不要です。気楽に
ご参加ください。
連絡先：恒次 祐子（森林総合研究所）yukot@ffpri.affrc.go.jp
１４．学会本部関係会合
(1) 第 25 回 常任理事会
日 時：3 月 14 日(土) 10:30～12:30
場 所：学会事務局
(2) 第 331 回理事会
日 時：3 月 14 日(土) 13:30～16:30
場 所：東京大学弥生講堂アネックスセイホクギャラリー
(3) 役員選出会議
日 時：3 月 14 日(土) 16:30～17:30
場 所：東京大学弥生講堂アネックスセイホクギャラリー
(4) 機関幹事会
日 時：3 月 17 日(火) 18:20～19:00
場 所：タワーホール船堀 5F 小ホール
(5) 研究会幹事会
日 時：3 月 18 日(水) 12:10～12:50
場 所：タワーホール船堀 2F 蓬莱
(6) 拡大プログラム委員会
日 時：3 月 17 日(火) 16:05～16:45
場 所：タワーホール船堀 5F 小ホール
(7) 九州支部拡大理事懇談会
日 時：3 月 17 日(火) 18:20～19:00
場 所：タワーホール船堀 3F 301 会議室

(8) 中部支部総会
日 時：3 月 17 日(火) 16:05～16:45
場 所：タワーホール船堀 2F 福寿
(9) 中国・四国支部総会
日 時：3 月 18 日(水) 12:10～12:50
場 所：タワーホール船堀 2F 福寿
１５．託児施設について
本大会では会場の都合により託児所設置がありませんので、必要な方は各自でお早目にご手
配ください。
タワーホール船堀周辺には、以下のような託児所があります。
・こどもトレイン保育園(http://child.train97.co.jp/)
・キッズピース(http://www.kidspeace-funabori.com/)
・キッズルームてらこ(http://www.kidsroom-teraco.jp/)
１６．その他の情報
最新の情報は、本大会ホームページ(http://www.jwrs.org/wood2015/01_top/)にてご確認くださ
い。また、本大会に関するお問い合わせは、以下の電子メールアドレスまでお願いします。
・研究発表申込および要旨原稿に関するお問い合わせ：
prog_ext_cmt@jwrs.org（プログラム小委員会）
・参加登録および各種参加費に関するお問い合わせ：
ecc5-24@or.knt.co.jp（近畿日本ツーリスト）
・その他本大会運営全般に関するお問い合わせ：
wood2015@jwrs.org（大会実行委員会）
１７．本大会事務局
〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1
東京大学大学院農学生命科学研究科内 第 65 回日本木材学会大会事務局
大会運営委員長：太田 正光、大会実行委員長：岩田 忠久、総務：横山 朝哉
E-mail: wood2015@jwrs.org

