
第 70回日本木材学会大会（鳥取大会）第 2回会告 

 

１．期日 

2020 年 3 月 16 日（月）～18 日（水） 

 

２．会場および日程 

鳥取大学 共通教育棟（〒680-8550 鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地） 

https://www.tottori-u.ac.jp/1796.htm#tottori 

https://www.tottori-u.ac.jp/secure/7246/1campusmap.omote.outline@.jpg 

とりぎん文化会館（〒680-0017 鳥取市尚徳町 101-5） 

http://site.torikenmin.jp/kenbun/ 

 

日付 3 月 16 日（月） 3 月 17 日（火） 3 月 18 日（水） 

会場 
鳥取大学 

共通教育棟 
とりぎん文化会館 

鳥取大学 

共通教育棟 

午前 口頭発表 ポスター発表 企業・団体展示 

口頭発表 

クロージングセレ

モニー 

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・団体展示 研究会会合等 

夕方 
ウッドサイエンス

ミキサー 
懇親会 

 

 

３．研究発表申込みおよび要旨提出 

発表申込みおよび要旨提出締切日時：2020 年 1 月 9 日（木）17:00 

（＊受付は 2019 年 11 月下旬頃に開始する予定です） 

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

（2019 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。 

一般および学生会員は、1 会員につき口頭発表 1 件とポスター発表 1 件まで発表

できます。賛助会員は 1 会員 3 件まで発表できます。一昨年度より、「学生優秀口

頭発表賞」を設置いたしました。学生諸氏には、多数の口頭発表を期待しています。

また、会場の都合により、ポスター発表の受け入れ可能数に限りがあります。受け

入れ可能数を越えた場合は、プログラム編集委員会の判断で、口頭発表に変更させ

ていただくこともありますので、あらかじめご了解ください。 

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（prog_ext_cmt@jwrs.org）。 

https://www.tottori-u.ac.jp/1796.htm#tottori
https://www.tottori-u.ac.jp/secure/7246/1campusmap.omote.outline@.jpg
http://site.torikenmin.jp/kenbun/


【研究発表申込に関わる重要なお知らせ】 

一昨年度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、2016 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。 

【宿泊日数に関するアンケートご協力のお願い】 

今大会は、「公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー」の支援を頂いて

います。これにともない、参加者の皆様には、参加登録時に「本大会における鳥取

県内での宿泊日数」に関するアンケートへのご協力をお願いします。入力する宿泊

日数は、参加登録時点での「予定」で結構です。なお、本アンケートにより収集し

た個人情報については、本支援事業の目的以外に使用することはなく、実行委員会

で厳重に管理し、大会業務完了後は個人を特定されない状態で廃棄いたします。円

滑な大会運営のため、皆様のご協力をお願いします。 

 

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：2020 年 2 月 6 日（木）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。一昨年度から、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】 

一昨年度より、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）に変更しました。また、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、1,000 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（wood2020@jwrs.org）。 



 会員種別*1 予約分（2/6 まで） 非予約 

参加登録料*2 

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 

懇親会費 
一般 ¥9,000 ¥11,000 

学生 ¥5,000 ¥5,000 

ウッドサイエンスミキサー 
一般 ¥3,000 ¥4,000 

学生 ¥1,500 ¥2,000 

研究発表要旨集（完全版）*3 

（CD 版） 

会員 ¥1,000 

非会員 ¥1,000 

研究発表プログラム集追加分 

（冊子体のみ） 

会員 ¥500 

非会員 ¥1,000 

研究発表要旨集（完全版）追加分 

（プログラム集・CD 版セット） 

会員 ¥1,500 

非会員 ¥2,000 

＊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 16日（月） 9:00〜12:00、 13:00〜17:30 

 3月 18日（水） 9:00〜11:30 

場所： 鳥取大学共通教育棟 

 

（２）ポスター発表 

日時： 3月 17日（火） 9:00〜17:00 展示時間 

  9:00〜10:00 奇数グループ説明時間 

  10:00～11:00 企業プレゼンテーション 

  11:00〜12:00 偶数グループ説明時間 

場所： とりぎん文化会館 

 



６．ウッドサイエンスミキサー 

日時：3 月 16 日（月）19:00〜21:30 

場所：cafe SOURCE BANQUET（カフェソース バンケット） 

住所：〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町 401 本通りビル 3F（TEL：0857-21-3457） 

（https://banquet.cafe-source.com/） 

テーマ：『伝える』極意を学ぶ 

講師：中江 康人 氏（AOI TYO Holdings（株）代表取締役社長） 

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 17 日（火）9:00〜16:00 

場所：とりぎん文化会館 フリースペース 

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: wood2020@jwrs.org） 。 

前日 3 月 16 日（月）14:00～18:00 に搬入・設営のための時間を設けます。 

当日 3 月 17 日（火）終了後に展示物の撤収をお願いいたします（16:00～18:00）。 

 

８．学会賞等授与式 

日時：3 月 17 日（火）13:00〜14:00 

場所：とりぎん文化会館、小ホール 

 

９．公開シンポジウム 

日時：3 月 17 日（火）14:30〜17:00 

場所：とりぎん文化会館、小ホール 

テーマ：心に寄り添う手仕事の世界－自然素材との対話と調和－ 

講師：石田 秀登 氏（バンブーロッド（釣り用竹竿）製作者） 

藤本 かおり 氏（木地師、木工作家） 

クリスチァン・フックス 氏（ｸﾗｳﾞｨｺｰﾄﾞ（鍵盤楽器）製作者） 

臼井 雅美 氏（音楽家） 

詳細は大会ホームページにて告知します。 

 

１０．懇親会 

日時：3 月 17 日（火）18:30〜21:00 

場所：ホテルモナーク鳥取（https://hotel-monarque.jp/） 

 

１１．クロージングセレモニー 

日時：3 月 18 日（水） 11:45〜12:15 

場所：鳥取大学共通教育棟、A20 講義室 

 

https://banquet.cafe-source.com/
mailto:wood2020@jwrs.org


１２．会場へのアクセス 

【鳥取大学 共通教育棟へのアクセス】（https://www.tottori-u.ac.jp/1796.htm#tottori） 

〇鳥取駅からのアクセス 

・JR 利用 

鳥取駅から山陰本線 鳥取大学前駅下車 

徒歩 3 分 

・バス利用（日ノ丸バス） 

鳥取駅バスターミナル(5)番のりばで乗車 

鳥大線 「大学前」下車すぐ 

湖岸線、鹿野線 「鳥商前」下車 徒歩 5 分 

・タクシー利用 

鳥取駅から約 15 分 

〇鳥取空港からのアクセス 

タクシーで 約 5 分 

徒歩で 約 20 分 

 

【とりぎん文化会館へのアクセス】（http://cms.sanin.jp/p/torikenmin/10/） 

〇徒歩で 

ＪＲ鳥取駅から若桜街道を県庁方向へ約２０分 

〇バス 

・路線バス利用 

鳥取バスターミナル（ＪＲ鳥取駅横）から 

湖山・鳥大線・賀露線など「県庁日赤前」（所要時間・約５分）下車すぐ 

・100 円循環バス「くる梨」利用 

鳥取バスターミナル（JR 鳥取駅横）から 20 分おきに運行 

赤コース、青コース、緑コースいずれも「とりぎん文化会館」 

（所要時間・約 15 分）下車すぐ 

「鳥取市くる梨」http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1364459911219/ 

〇空港から 

鳥取空港からタクシーで１５分 

空港連絡バスで１５分「県庁日赤前」下車すぐ 

 

【ウッドサイエンスミキサー会場へのアクセス】 

会場：cafe SOURCE BANQUET（カフェソース バンケット） 

（https://banquet.cafe-source.com/） 

鳥取駅から徒歩 5 分 

 

【懇親会会場へのアクセス】 

会場：ホテルモナーク鳥取（https://hotel-monarque.jp/access） 



鳥取駅から徒歩 7 分 

とりぎん文化会館から徒歩 15 分 

 

１３．その他 

【駐車場について】 

16 日（月）と 18 日（水）の会場になる鳥取大学には第 1 駐車場と第 2 駐車場を合

わせて約 400 台の駐車スペースがあります（https://www.tottori-u.ac.jp/5388.htm）。いず

れも有料となっていますので、ご利用の際は、大会受付にてサービス券をお受け取り

下さい。 

17 日（火）の会場になるとりぎん文化会館には無料駐車場（341 台）があります

（http://cms.sanin.jp/p/torikenmin/12/）。満車の場合には、申し訳ございませんが近隣の

有料駐車場をご利用ください。 

【喫煙について】 

鳥取大学は、構内全面禁煙になっております（https://www.tottori-u.ac.jp/item/13329.htm）。

また、とりぎん文化会館も鳥取県の禁煙認定施設に指定されており、全館全室禁煙とな

っております。喫煙される方には大変ご不便おかけしますが、ご理解の程よろしくお

願い申し上げます。 

【宿泊について】 

日本木材学会大会には、例年約 1,000 人が参加されます。また、大会前日の 3 月 15 日

（日）には「鳥取マラソン」が開催されます。これまでの開催都市と比べて鳥取市内の宿

泊施設は必ずしも多くはありませんので、お早めの宿の確保をおすすめいたします。 

 

１４．大会事務局 

〒680-8550 鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地 

鳥取大学農学部内 第 70 回日本木材学会大会（鳥取大会）事務局 

大会運営委員長：小畑 良洋 

大会実行委員長：川上 敬介 

総務：藤本 高明、佐藤 伸 

E-mail:wood2020@jwrs.org 


