第 12 回環境情報科学ポスターセッション 募集要領
平成 27 年 9 月
（一社）環境情報科学センター
環境情報科学ポスターセッション実行委員会

１．開催日時
第 12 回環境情報科学ポスターセッション（以下、ポスターセッションとする）
平成 27 年 12 月 1 日（火）（第 29 回環境情報科学 学術研究論文発表会との同時開催）


出展者による質疑応答時間（Obligation time） 11 時～13 時までの２時間（予定）



展示ポスターの設置

10 時～10 時半（時間厳守）



展示ポスターの交流会会場への再設置

15 時以降



交流会

17 時頃～18 時 45 分（予定）

展示ポスターの搬出

18 時 45 分以降（交流会終了後）



（実行委員の指示に従う）

２．開催場所
日本大学会館（東京都千代田区九段南 4-8-24） ２階大講堂（ポスター展示場所）
３．応募資格
正会員・準会員・賛助会員である個人または法人であり、未納会費がないこと。連名発
表者も同様とする。非会員が応募する場合は、申し込み時に入会手続きを行うものとす
る。
２

賛助会員またはその構成員が発表する場合は，１口につき１点までとする。

４．募集区分
①一般の部・・・筆頭発表者は、
（下記②に該当しない）正会員、賛助会員である個人

または法人、ないし法人である賛助会員の構成員とする。
②学生の部・・・筆頭発表者は、大学、大学院に籍をおく準会員（大学院博士課程前

期まで）、正会員（大学院博士課程後期）およびそれに準ずる者とする。
５．応募・提出期限
①

応募登録締切：平成 27 年 10 月 30 日（金）※定数 50 件

先着順

（登録方法は別項参照のこと）
②

発表要旨締切（Ａ４サイズ縦使用１枚）：平成 27 年 11 月 20 日（金）必着

③

ポスター（Ａ１サイズ横使用２枚もしくは A０サイズ縦使用１枚）：平成 27 年 12 月
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1 日（火）当日搬入・掲示
６. 応募登録方法

応募にあたっては、事前登録が必要となる。指定の期日までに、環境情報科学セ
ンターＨＰ上から登録手続きを完了し、速やかに登録費用ならびに交流会参加費用
を指定の口座に振り込んだうえ、送金控えを事務局まで提出すること。
７．発表方法


発表者（共同の場合は筆頭発表者）は、ポスター展示場所にて、定められた質疑応
答時間（Obligation time）において、提出したポスターの前に待機し、来場者と個別
に質疑応答やディスカッションを行う。
（参加者の研究領域が広く、初歩的な説明にも答えられるような準備が必要）



発表時間はポスターの発表番号（奇数あるいは偶数）によって下記のように設定す
る
→

奇数のポスター発表は

11 時～12 時（予定）

→

偶数のポスター発表は

12 時～13 時（予定）

８．ポスターの内容


領域は環境情報科学学術研究論文集 29（第 29 回環境情報科学 学術研究論文発表会）
論文の対象テーマに準ずる
→

環境動態、人体影響、環境改善技術、環境評価、環境計画、環境管理、環境情
報、環境理念、環境政策、国際協力、保健医療 他



内容は研究途上結果を含む研究成果、あるいは現在行っている研究内容や行おうと
している研究内容の報告で、何れも未発表のもの。



出展は個人もしくは共同研究でも可とするが、出展者が関係する英文誌「Journal of
Environmental Information Science」への投稿内容や「環境情報科学学術研究論文
集」の発表内容と重複してはならない。

９．発表者・出展者の義務


筆頭発表者は、質疑応答時間での説明の他、「発表要旨」を提出しなければならない。



発表者（共同の場合は筆頭発表者）は大会受付会場にて、環境情報科学センターか
らの「ポスタ－セッション応募登録受領メール」を提示し、発表者本人であること
を申告する。その際、受付にてネームプレートを受領し、質疑応答時間に必ず着用
する。



筆頭発表者は、ポスターセッション終了後に開催予定の「交流会」へ参加しなけれ
ばならない。連名発表者も原則として同様とする。
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１０．発表登録・採否


筆頭発表者は１人につき１件までとし、指定の期日までに応募登録を行うとともに
発表費用（登録費・交流会参加費）を振り込むものとする。



原則、規格審査のみとして、発表の可否に関する審査は行わない。但し、出展者が
関係する英文誌「Journal of Environmental Information Science」への投稿内容や
「環境情報科学学術研究論文集」の発表内容と重複していたり、明らかに発表内容
等に不備が認められるものとしてポスターセッション実行委員会が判断した場合は、
出展を拒否することができる。



発表数は、最大 50 件とする。件数を超える場合は、登録順に従い決定する。

１１．発表登録費・交流会参加費
事前登録後、速やかに以下の発表費を指定の口座に振り込むものとする。


発表登録費

3,000 円／1 件



交流会参加費

準会員

2,000 円／人、正会員・賛助会員

非会員学生


2,500 円／人、非会員一般

3,000 円／人
4,000 円／人

登録費・交流会参加費（人数分）の振込先
※ 交流会参加費は参加人数分を振り込むこと
→

銀行振込の場合：三菱東京 UFJ 銀行市ヶ谷支店 普通預金 1135239
（可能であれば振込人欄末尾に、pos と明記する）

→

郵便振替の場合：00190-3-75900
（振替用紙の氏名記入欄に『ポスターセッション発表費』である旨を明記する）

→

口座名：いずれも 一般社団法人 環境情報科学センター

なお、ポスターセッション当日は筆頭発表者、共同発表者を含め参加者には別途参加費
を徴収する。また、参加者は同時開催する「環境情報科学 学術研究論文発表会」を自由に
聴講することができるものとする。
１２．ポスターの作成・展示
１）ポスターの作成


研究の目的、意図、展開課程、結果等を必ず明記し、図表等を使用しつつポスター
単独で研究内容が把握できるように視覚的に表示すること。詳細については、環境
情報科学センターＨＰ・ポスターセッション参加者募集案内中の「ポスター作成要
領」を参照のこと。
２）ポスターの展示



ポスターのサイズは、①A0 サイズ（縦 1189mm×横 841mm）１枚を縦版で使用、②
3

A1 サイズを横版（縦 594mm×横 841mm）で２枚使用し上下に連続して展示する、
の２種類のうちどちらかを選ぶことができる。これ以外のサイズは認めない。
ポスター上端から 100mm 幅の帯を左端から右端まで通しで設け、その範囲内に表題、



出展者氏名、所属を記す。副題をつけることも可能とする。
使用言語は日本語または英語とする。また、文字の大きさは最低 2m 離れた位置で判



読できる大きさ（例：32pt 以上）とすること。


ポスターは日大会館２階大講堂のポスター展示場所に設置したパネルを利用し、事
務局が用意した画鋲により貼付すること。

１３. 発表要旨の原稿作成・提出
１）


原稿の作成
発表要旨は、目的、方法、結果、考察などの項目をたて、当該研究の全体をまとめ
た構成とし、研究業績としての記録、保存等を目的として、機関誌『環境情報科学』
（平成 27 年度内発行予定号）の末尾に一括収録する。



発表要旨は、１ポスターにつき１頁とする。詳細は、環境情報科学センターＨＰ・
ポスターセッション参加者募集案内中の「発表要旨作成要領」を参照すること。



発表要旨の原稿は

A4 サイズ用紙１枚を使用して作成する。そのレイアウトについ

ては、環境情報科学センターＨＰ・ポスターセッション参加者募集案内「発表要旨
執筆見本」よりダウンロ－ドしたものを使用すること。
２）

原稿の提出
原稿は、PDF ファイルおよび MS-Word ファイルにて指定の期日までに環境情報科
学センター・環境情報科学ポスターセッション担当係宛にメール等にて提出するこ
と。なお、発表要旨作成要領に逸脱し作成・提出された原稿については、受理でき
ない場合もあるので十分注意すること。
注）ファイル作成にあたっては、発表要旨作成要領の末尾に示した「PDF ファイルを作成するにあたっての注意事
項」を必ず参照すること。

１４. ポスターの搬入・搬出日時および搬入先
１）搬入
ポスターは、発表者の責任において搬入（直接搬入のみ）し、事務局の用意した画鋲
にて所定の位置に貼付・提示すること


搬入日時：平成 27 年 12 月 1 日（火）10 時～10 時半（時間厳守）
上記に定めた期日および時刻以外の搬入はいかなる理由があろうとも受理しない。
掲示は、待機するポスターセッション実行委員の指示に従う。



搬入場所：日本大学会館（東京都千代田区九段南 4-8-24）
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２階大講堂（ポスター展示場所）
２）再展示・搬出
ポスターセッションでの展示終了後、ポスターは交流会の会場に再展示する。再展示
の方法についてはポスターセッション実行委員の指示にしたがうこと。なお、交流会
終了後に発表者各自でポスターを搬出する。
・展示ポスターの交流会会場への再設置作業：
平成 27 年 12 月 1 日（火）15 時以降（実行委員の指示に従う）
・搬出日時：平成 27 年 12 月 1 日（火）交流会終了後の 18 時 45 分以降
（速やかに搬出してください）
上記に定めた期日に搬出されない場合は、ポスターセッション実行委員会が処分する。
１５. 優秀ポスターの選考・表彰


優秀ポスタ－の選考は、原則として学生の部を対象として、「ポスターの内容」「ポ
スターのデザイン」「質疑応答の状況」等に重点をおき、優秀ポスター選定委員会
（（一社）環境情報科学センター理事長、学術委員会委員長、事務局長）が選考する。



表彰は、最優秀賞として理事長賞、優秀賞として学術委員長賞および事務局長賞と
し、筆頭発表者に対して表彰状および副賞（図書券）を授与する。また、優秀ポス
ターは、後日機関誌および環境情報科学センターＨＰにて紹介する。

１６. 交流会
ポスター出展者を中心とした若手研究者間の交流および若手研究者と CEIS 会員間の



交流を目的とした交流会を、第 29 回環境情報科学 学術研究論文発表会終了後に日
本大学会館内の会場にて開催する。
１７. 著作権


機関誌「環境情報科学」に掲載された論文等に関する著作権の帰属および著作物の
利用については、当センターの著作権規定による。

１８.

申し込み・問い合わせ・発表要旨原稿の提出先

〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-2-7
（一社）環境情報科学センター・環境情報科学ポスターセッション担当係
E-mail

member-jimukyoku @ceis.or.jp

Tel 03-3265-3916
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