
第３回会告 

 

大会ホームページ：http://www.jwrs.org/wood2013/ 

 

1．期日：2013 年 3 月 27 日（水）～ 29 日（金） 

 

2．会場および日程：岩手大学教育学部，マリオス（盛岡市民文化ホール） 

日付 3 月 27 日(水) 3 月 28 日(木) 3 月 29 日(金) 

会場 

岩手大学教育学部 

 

岩手大学人文社会科学部 

（合同シンポジウム） 

岩手大学生協 農学部食堂 

（ウッドサイエンス・ミキサー）

マリオス（盛岡市民 

文化ホール） 

 

Ｈメトロポリタン盛岡

（懇親会） 

岩手大学教育学部 

午前 
口頭発表 

8：30～12：00 

企業展示 

9：00～12：00 

ポスター発表１ 

9：00～11：30 

学会各賞授与式 

11：40～12：40 

口頭発表 

8：30～12：00

クロージング 

セレモニー 

12：10～12：40 

企業展示 

9：00～12：00 

午後 

口頭発表 

13：00～17：45

合同シンポ 

ジウム 

15：30～17：30

企業展示 

13：00～17：00

ポスター発表２ 

13：00～15：30 

公開シンポジウム 

16：00～17：45 

研究会会合等 

12：45～16：30 
 

夕方 
ウッドサイエンス・ミキサー 

18：00～20：30 

懇親会 

18：30～20：30 
  

※日程，時刻，催事等は変更になる場合があります。 

※合同シンポジウムは日本森林学会と日本木材学会の共催により実施する予定です。 

※大会期間中、岩手大学は 8:00 より、マリオスは 8:30 より入場できる予定です。 

 

3．重要な締切日 

研究発表申込，要旨原稿提出，および参加登録（予約分）申込は，大会ホームページを利用し

て，それぞれ下記の締切日までに行ってください。受付は 2012 年 12 月初旬に開始する予定です。

手続きの詳細は，本報告の各項目およびホームページをご覧ください。なお，締切直前にはアク

セスが集中し，手続きが困難になることがあります。早めの手続きをお願いします。 

・研究発表申込および要旨原稿提出：2013 年 1 月 11 日（金）17：00 



・参加登録（予約分）申込：2013 年 2 月 11 日（月）17：00 

 

4．発表申込 

研究発表を希望される方は，締切日までに大会ホームページからお申し込みください。申込に

は要旨原稿のファイルが必要です。下記の注意事項をよく読み，ファイルを準備した上で申し込

んでください。申込完了の確認として申込内容を自動の返信メールでお知らせします。返信メー

ルが届かない場合は、メールアドレスの入力間違いが考えられますので、適宜修正願います。締

切日までであれば，ホームページ上で申込内容の修正，要旨原稿の差し替えができます。この操

作には電子メールに記載の受付番号とパスワードが必要ですので，大切に保管してください。 

なお，申込の時点で，口頭発表の登壇者あるいはポスター発表の説明者が，日本木材学会の正

会員，学生会員，または賛助会員（1 社 3 件以内）であることが必要です。非会員の方は，発表

申込に先立って会員資格を取得してください。入会手続きは，学会ホームページ

（https://www.jwrs.org/apfrms/nyukai_mail.html）から行ってください。なお，会費未納の方は発表

できません。 

 

注意事項 

(1) 研究発表の内容は，木材学とそれに関連するもので，本学会会員の業績であり，かつ未発表の

ものに限ります。 

(2) 口頭発表は，１講演者につき１演題に限ります。ポスター発表も，１説明者につき１演題に限

ります（口頭発表とポスター発表の複数発表は計２演題まで可とします）。発表方法の詳細は「8. 

研究発表」をご覧ください。 

(3) 研究発表申込の際に，申込画面の指示通りに必要項目を入力していただき，さらに研究の主要

成果を記述した研究概要（和文 200～400 字または英文 100～300 語），および英語のキーワー

ド（3 組以内）をホームページ上で入力していただきます。入力する際には，発表申込ページ

の記入上の注意に従ってください。入力いただいた研究概要は，編集の上，研究発表要旨集に

収録されますので，誤りのないように記述してください。 

(4) 複数の演題に登録される発表者・連名者は，すべての演題で氏名（とくにアルファベット表記）

が統一されていることを事前にご確認ください。氏名のアルファベット表記が統一されていな

いと，複数の氏名で索引に登録されることになりますので，ご注意願います。 

(5) 大学・研究所・試験場・企業等の所属機関名には慣用略称を用いてください。大学の場合は，

大学院名や学部名についても，院農・院工・農・教等の略称を用いてください。 

(6) 発表プログラムは本学会のプログラム委員会が編成します。その際，発表内容や会場の都合に

より発表形式および発表部門の変更をお願いすることがありますので，予めご了承ください。

プログラムは，確定次第，ホームページで公開いたします（2 月上旬の予定）。 

(7) 研究発表申込の締切日は，2013 年 1 月 11 日（金）です。締切日まではホームページ上で、

発表形式（口頭・ポスター）以外は自由に変更できます。取り下げも可能です。締切日に遅れ

た場合には申込を受理しません。 

(8) 要旨集が発行された時点で研究発表が成立したとみなしますので、直前のキャンセルなども含

めて当日の発表がなかった場合でも研究発表は成立したものとして取り扱います。 



 

5．要旨原稿の提出 

要旨原稿（PDF ファイル形式）は，発表申込（締切日 1 月 11 日（金））の際にアップロードす

る必要があります。本大会では，発表申込の際に記入していただく研究概要を記載した研究発表

要旨集を印刷・製本し，これに要旨原稿（PDF ファイル）を収録した CD-ROM を添付して参加

者に配布します。 

 

記載要領・注意事項 

(1) 要旨原稿は，本会告末尾の記載例に従って発表 1 件につき，本文，図，表，写真等を含めて

A4 判 1～2 ページに収めてください。大会ホームページにテンプレート（ワード形式のひな形）

を用意していますので，ご利用ください。なお，今年度より要旨原稿への研究概要の記載は不

要となりました。 

(2) 原稿は，上下左右に指定の余白を設けて，表題・所属・氏名を所定の位置に記入してください。

表題・所属・氏名は，研究発表申込の際にホームページ上で入力する内容と一致していること

を確認してください。なお，連名で発表の場合には，講演者（口頭発表）・説明者（ポスター発

表）氏名の前に◯を付けてください。 

(3) 提出する PDF ファイルはフォントを埋め込む設定で作製してください。また容量が 500kB 以

下となるように作成してください。この容量を超えるファイルはアップロードできません。図

や写真等，画像の貼り込み時には，解像度とファイルの容量にご注意ください。 

(4) 原稿に使用するフォントの種類とサイズは，記載例の指定通りにしてください。 

 

6．参加登録，懇親会，ウッドサイエンス・ミキサー申込（予約分） 

本大会での研究発表および聴講には，参加登録が必要です。なるべく予約申込をご利用くださ

い。本大会では，参加登録，懇親会およびウッドサイエンス・ミキサー参加の申込受付を，株式

会社近畿日本ツーリスト北海道に委託しています。予約申込に当たっては，下記の注意事項およ

び「7. 参加登録料，懇親会費，ウッドサイエンス・ミキサー参加費」をよくお読みいただき，大

会ホームページを利用して，締切日までに手続きをしてください。 

注意事項 

(1) 同一職場の方であっても，参加者 1 名につき 1 件として，それぞれ申し込んでください。 

(2) 申込後，参加登録の確認メールが電子メールで送信されます。 

(3) 支払いは，「クレジットカード」あるいは「銀行振込」が選択できます。後者の場合，入金締

切日までに入金が完了しないと非予約扱いになりますので，ご注意ください。参加登録者名以

外での振込の場合は，必ず事務委託先の株式会社近畿日本ツーリスト北海道

(s-convention-1@or.knt-h.co.jp）までご連絡ください。 

(4) 予約申込の締切は，2013 年 2 月 11 日（月）です。締切日を過ぎると非予約扱いになります。 

 

7．参加登録料，懇親会費，ウッドサイエンス・ミキサー参加費 

本大会での発表あるいは聴講には，参加登録が必要です（公開シンポジウムを除く）。また，本

大会の参加登録者は同時開催される日本森林学会大会での聴講ができます（詳しい内容は日本森



林学会大会ホームページ http://www.forestry.jp/meeting/をご覧ください。ただし日本森林学

会大会での発表には別途参加登録が必要です）。参加登録には，なるべく予約申込をご利用くださ

い。詳しい内容については，次回会告にてお知らせいたします。なお，費用は次の通りです。 

 

項目 会員種別 予約（2/11 まで） 非予約 備考 

正会員 ￥9,000 ￥12,000 

学生会員 ￥4,500 ￥6,000 

賛助会員 ￥9,000 ￥12,000 

非会員 ￥12,000 ￥15,000 

参加登録料 

学生非会員 ￥6,000 ￥7,500 

一般 ￥8,000 ￥10,000 
懇親会費 

学生 ￥5,000 ￥5,000 

一般 ￥2,000 ￥4,000 ウッドサイエンス 

ミキサー 学生 ￥500 ￥1,000 

会員 ￥7,000 研究発表要旨集 

（CD-ROM 付）のみ 非会員 ￥10,000 

賛助会員は 1会員

あたり 10 名まで

会員扱いです。 

 

 

※参加登録料には，研究発表要旨集（CD-ROM 付）の代金が含まれています。 

※研究発表要旨集は，研究概要を掲載する印刷物と，要旨を収録する CD-ROM から構成されて

います。CD-ROM のみの頒布は行いません。 

※公費による諸経費の支払いは，参加者の立替払いに限り受け付けます。詳細は，参加登録事務

委託先の株式会社近畿日本ツーリスト北海道(s-convention-1@or.knt-h.co.jp）へ電子メールでお問

い合わせください。 

 

8．研究発表 

(1) 口頭発表 

日 時： 3 月 27 日（水）8:30～12:00，13:00～17:45 

3 月 29 日（金）8:30～12:00 

場 所： 岩手大学教育学部 

・原則として，講演者（要旨原稿において氏名の前に◯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 10～15 分の予定です。 

・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たっては，「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。 

・会場内には試写ブースは設けません。 

・口頭発表会場へは 8:00 より入場できる予定です。 

・口頭発表の時間内に、企画講演枠を予定しています。 



・本大会ではオーガナイズドセッションを「国産材流通・普及」、「バイオリファイナリー」、「文

化財」の３分野設けますので、発表部門の一つとして検討ください。ただし枠が限られており

ますので希望に添えない場合は既存部門へ振り分けされますことを予めご了承ください。 

(2) ポスター発表 

日 時： 3 月 28 日（木） 

 ポスター発表 1  9:00～11:30  展示時間 

  9:30～10:30  奇数発表番号説明時間 

  10:30～11:30  偶数発表番号説明時間 

 ポスター発表 2  13:00～15:30  展示時間 

  13:30～14:30  奇数発表番号説明時間 

  14:30～15:30  偶数発表番号説明時間 

場 所：マリオス（盛岡市民文化ホール）展示ホール 

・原則として，要旨原稿において氏名の前に◯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たっては，「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。 

・ポスター発表１の展示準備は 8:30～9:00 の間に行い，指定された時間帯に説明を行った後， 

12:00 までに撤収してください。ポスター発表 2 の展示準備は 12:00～13:00 の間に行い，指

定された時間帯に説明を行った後，16:00 までに撤収してください。展示パネルの大きさ等の

詳細は，第 4 回会告および大会ホームページでお知らせします。 

・ポスターは、2m 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 29 日（金）のクロージン

グセレモニーで表彰します。 

 

9．学会賞授与式 

日 時：3 月 28 日（木）11:40～12:40 

場 所：マリオス（盛岡市民文化ホール）大ホール 

学会賞，奨励賞，地域学術振興賞，技術賞および論文賞の表彰および受賞講演等を行います。 

 

10．合同シンポジウム（日本森林学会との共同開催） 

日 時：3 月 27 日（水）15：30～17：30 

場 所：岩手大学人文社会科学部 

テーマ：「これからの木材利用と森林施業－木質資源のカスケード利用を目指して－」 

岩手大学で同時開催される日本森林学会大会との共同企画です。両学会から講師を招き，分野横

断的なテーマでのパネルディスカッションを行います。口頭発表の時間枠内で実施します。詳細

は，第 4 回会告および大会ホームページでお知らせします。 

 

11．公開シンポジウム（「ＮＰＯ法人 才の木」との共同開催） 



日 時：3 月 28 日（木）16：00～17：45 

場 所：マリオス（盛岡市民文化ホール）大ホール 

テーマ：「木質バイオマスのエネルギー利用は化石燃料の代替にどこまで貢献できるか」 

学会関係者の他，一般市民にも広く参加を呼びかけて，公開形式での講演会を行います。詳細は，

第 4 回会告および大会ホームページでお知らせします。 

 

12．企業等展示 

日 時： 3 月 27 日（水）9:00～12:00，13:00～17:00 

3 月 29 日（金）9:00～12:00 

企業等による製品・機器の展示等を行います。3 月 26 日午後に搬入のための時間を設けます。 

3 月 29 日は 12:30 以降，15:00 までに撤収していただく予定です。 

 

13．懇親会 

日 時： 3 月 28 日（木）18:30～20:30 

場 所： ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング（盛岡駅前） 

 

14．ウッドサイエンス・ミキサー 

日 時： 3 月 27 日（水）18：00～20：30 

場 所： 岩手大学生協 農学部食堂 

テーマ：「木材系教育の現状についてどう思っていますか？みんなで話をしませんか？」 

木材関連分野の教員・社会人から幅広く意見を聞き，食事と飲み物を楽しみつつ，若手教員や学

生がフランクに相互交流できる場を提供します。詳細については，第 4 回会告および大会ホーム

ページでお知らせします。 

 

15．クロージングセレモニー 

日 時： 3 月 29 日（金）12：10～12：40 

場 所： 岩手大学教育学部北桐ホール 

優秀ポスター賞の表彰，大会の総括および次回大会開催についてのアナウンス等を行います。 

 

16．研究会 

日 時： 3 月 29 日（金）午後 

詳細については，第 4 回会告および大会ホームページでお知らせいたします。 

 

17．自動車による入構について 

敷地内の駐車スペースが限られておりますので，自動車での来場はご遠慮願います。 

 

18．託児施設について 

岩手大学内に託児室を設置する予定です。利用人数に応じて保育士の配置や料金等を決定しま

すので，利用を希望される方は 2013 年 1 月 17 日（木）までに以下の事項を大会事務局（E-mail：



wood2013@jwrs.org）にお知らせ下さい。 

・利用希望者氏名，所属，連絡先（E-mail アドレス，Tel.，Fax.） 

・利用希望日および時間 

・子供の年齢及び人数（2013 年 3 月現在） 

・その他ご要望等 

 

19．その他の情報 

新の情報は，大会ホームページ（http://www.jwrs.org/wood2013/）にてご確認下さい。また，

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） 

・参加登録および各種参加費に関するお問い合わせ（s-convention-1@or.knt-h.co.jp） 

・その他大会運営全般に関するお問い合わせ（wood2013@jwrs.org） 

 

20．大会事務局 

〒020-8550 岩手県盛岡市上田 3丁目 18-8 

岩手大学農学部内 第 63 回日本木材学会大会事務局 

大会運営委員長 飯島泰男，大会実行委員長 関野登，総務 小藤田久義 

（E-mail：wood2013@jwrs.org） 



要旨原稿記載例（大会ホームページにテンプレートを用意していますので、ご利用ください） 

2 ページ目を作成する場合は、左上隅空欄・表題・所属氏名を除いて、1行目から記入して下さい。 

 

       岩手県産スギ材の強度特性に関する研究（II） 
       -曲げ強度と引張強度について- 
 

      (△大農) ○岩手一郎、盛岡二郎

【緒言】 
 
 
【実験方法】 
 
 
【結果および考察】 
 
 
 
 
 
（１） 要旨原稿は、この記載例に従い、発表１件につき、本文、図、表、
写真等を含めてA4サイズ1〜2ページに収めてください。 
（２） 原稿は、上下左右に指定の余白を取り、研究発表申込時に入力す
る表題、所属、氏名を所定の位置にそのまま記載してください。様式の
変更は認められません。なお、連名で発表の場合には、講演者（口頭発
表）・説明者（ポスター発表）氏名の前には◯を付けてください。 
（３） 提出するPDFファイルは、必ずフォントを埋め込む設定で作製し
て下さい。また容量が500kB以下となるように作成してください。この容
量を超えるファイルはアップロードできません。図や写真等、画像の貼
り込み時には、解像度とファイルの容量にご注意ください。 
（４） 原稿に使用するフォントの種類とサイズは、記載例の指定通りに
してください。 
（５）提出した要旨原稿は締切期日までは変更が可能です。 

35mm 

本文（MS明朝、Times New Roman もしくは
Symbol 10.5ポイント）止むを得ず，これ以外
のフォントを使う場合は，フォントの埋め込
みを必ず行ってください。 

15mm 

空欄（講演番号） 15mm
表題（MSゴシック、Arial 

もしくは Symbol 12 ポイント）

25mm

所属・氏名（MSゴシックもしくは
Arial 10.5ポイント） 

25mm
25mm 

25mm

図 岩手県産スギ材の心材含水率 

図表は、画像として
貼付けるようにして
ください。 


