第 68 回日本木材学会大会（京都大会）第 3 回会告
大会ホームページ：

http://www.jwrs.org/wood2018/

1.

期日
2018 年 3 月 14 日（水）・15 日（木）・16 日（金）

2.

会場および日程
京都府立大学下鴨キャンパス（京都市左京区下鴨半木町 1-5）
国立京都国際会館（京都市左京区岩倉大鷺町 422）
日付
会場

3.

3 月 14 日（水）
京都府立大学
下鴨キャンパス

3 月 15 日（木）
国立京都国際会館

午前

口頭発表

ポスター発表

企業展示

午後

口頭発表

ポスター発表
学会賞等授与式
シンポジウム

企業展示

夕方

ウッドサイエンスミキサー
（京都コンサートホール）

3 月 16 日（金）
京都府立大学
下鴨キャンパス
口頭発表
クロージングセレモニー
研究会会合等

懇親会

研究発表申込および要旨提出
発表申込および要旨提出締切日時： 2018 年 1 月 10 日（水）17:00
口頭発表（部門別の会場で、質疑応答を含めて 1 件 15 分の予定）とポスター発表
（展示および説明時間は下記参照）があります。大会ホームページからお申込みくだ
さい。申込と同時に要旨原稿（A4 判 1～2 枚）を提出して頂きます。要旨原稿は、ホ
ームページより体裁例とひな形をダウンロードして、指示に従ってご作成ください。
口頭発表の登壇者あるいはポスター発表の説明者は、本学会の会員に限ります（2017
年 12 月末までに年会費が納入されていることが必要です）。非会員の方は、申込に先
立って学会ホームページから入会手続きを行って下さい。賛助会員は 1 会員 3 件まで
発表できます。
申込およびプログラム編成に関するお問い合わせは、プログラム編集委員会までお
願い致します。
【研究発表申込に関わる重要なお知らせ】
既にメールで皆様にはお知らせしている通り、今大会から研究発表申込の前に、参
加登録を行ってもらうことになりました。参加登録および発表申込には、会員番号と
パスワードが必要です。パスワードをお忘れの方は、マイページから問い合わせてく
ださい。
【入会手続きに関わる重要なお知らせ】
(一社)日本木材学会では、平成 28 年 10 月より会員情報管理業務を(株)国際文献社
に委託しています。研究発表を希望される方は、早めに入会手続きをお済ませ下さい。

4.

参加登録・懇親会・ウッドサイエンスミキサー申込
参加登録（予約分）締切日時： 2018 年 2 月 6 日（火）17:00
研究発表をされる方は、ご自身の研究発表申込の前に参加登録を行ってください。
聴講のみの方も、参加登録が必要です。本大会から、参加申込受付を(株)国際文献
社に委託しています。

【研究発表要旨集（完全版 WEB 要旨集）に関わる重要なお知らせ】
今大会より、研究発表要旨集（冊子体）を廃止し、研究発表プログラム集（冊子体）
に変更することになりました。研究発表プログラム集には、ショートアブストラクト
は掲載されていません。
研究発表要旨集（完全版 WEB 要旨集）は、大会ホームページからダウンロードして
ご覧頂けます。ダウンロードに必要なパスワードは、参加証と一緒に配布しますので、
紛失しないようにしてください。
参加登録された方で CD 版の研究発表要旨集（完全版）をご希望の方は、１枚に限
り、1000 円でご購入頂けます。CD 版を２枚以上ご希望の方は、研究発表要旨集（プ
ログラム集・CD 版セット）を追加でお買い求めください。
研究発表プログラム集（冊子体）のみの追加販売は行います。但し、CD 版の研究発
表要旨集（完全版）のみの追加購入は出来ません。詳細は、大会事務局へお問い合わ
せ下さい。

*2

参加登録料

懇親会費
ウッドサイエンス
ミキサー
*3

研究発表要旨集（完全版）

会員種別*1

予約分（2/6 まで）

正会員

\10,000

\13,000

学生会員

\6,000

\7,000

賛助会員

\10,000

\13,000

非会員

\13,000

\16,000

学生非会員

\6,500

\8,000

一般

\9,000

\11,000

学生

\5,000

\5,000

一般

\2,500

\3,500

学生

\1,500

\2,000

非予約

会員

\1,000

（CD 版）

非会員

\1,000

研究発表プログラム集追加分

会員

(冊子体のみ)

非会員

\1,000

研究発表要旨集（完全版）追加分

会員

\1,500

（プログラム集・CD 版セット）

非会員

\2,000

\500

＊1 賛助会員は 1 会員あたり 10 名まで会員扱いです。
＊2 参加登録料には、研究発表プログラム集（冊子体）と研究発表要旨集（完全版 WEB 要旨集）
の代金が含まれます。研究発表要旨集（完全版 WEB 要旨集）は、参加証と同時に配布される
パスワードを用いてダウンロードすることが出来ます。
＊3 参加登録された方は、1 枚に限り 1000 円で購入できます。CD 版を 2 枚以上ご希望の方は、研
究発表要旨集（完全版）
（プログラム集・CD 版セット）を追加でお買い求め下さい。参加登録
をされていない方は、CD 版のみを購入することは出来ません。

5.

研究発表
（１）口頭発表
日時：3 月 14 日（水） 9:00〜12:00,
3 月 16 日（金） 9:00〜12:00
場所：京都府立大学下鴨キャンパス
（２）ポスター発表
日時：3 月 15 日（木）

9:00〜17:00
9:00〜10:30
10:30〜12:00

13:00〜18:00

展示時間
奇数発表番号説明時間
偶数発表番号説明時間

場所：国立京都国際会館

Annex Hall

6.

ウッドサイエンスミキサー
日時：3 月 14 日（水）18:30〜21:45
場所：京都コンサートホール（ムラタホール）
ウッドサイエンスミキサーは 2 部構成になっています。第 1 部は入場料無料の音楽会
で、第 2 部はミキサーです。音楽会およびミキサーの詳細は大会ホームページにて告
知します。

7.

企業展示
日時：3 月 15 日（木） 9:00〜18:00
場所：国立京都国際会館 Annex Hall ロビー
企業等による製品・機器の展示等を行います。展示申込に関するお問い合わせは、大
会事務局までお願いいたします (E-mail: wood2018@jwrs.org) 。
3 月 14 日（水）午後（13:00～17:00）に搬入・設営のための時間を設けます。
3 月 15 日（木）夕方以降（18:00～21:00）に撤収していただきます。

8.

学会賞等授与式
日時：3 月 15 日（木） 13:00〜14:00
場所：国立京都国際会館 Annex Hall

9.

公開シンポジウム（NPO 法人 才の木との共同開催）
日時：3 月 15 日（木） 14:30〜17:00
場所：国立京都国際会館 Annex Hall
テーマ：木の新しい価値づくり

10. 懇親会
日時：3 月 15 日（木） 18:00〜20:00
場所：国立京都国際会館 宴会場さくら
11. クロージングセレモニー
日時：3 月 16 日（金） 12:15〜12:45
場所：京都府立大学下鴨キャンパス
12. その他
自動車による京都府立大学への入構はできません。
託児施設の利用を希望される方は大会事務局へお問い合わせ下さい。
13. 大会事務局
〒606-8522 京都市左京区下鴨半木町 1-5
京都府立大学大学院生命環境科学研究科内
第 68 回日本木材学会大会（京都大会）事務局
大会運営委員長 高部圭司、大会実行委員長 古田裕三、
総務 宮藤久士・田淵敦士・神代圭輔
(E-mail: wood2018@jwrs.org)

