
 

 

 

 

第56回大気環境学会年会のお知らせ（第４報） 

 
 第56回大気環境学会年会を下記の通りに開催します。多数の会員のご参加をお待ちしております。 

 学会長 若松 伸司 （愛媛大農学部） 

 年会長 名古屋俊士 （早稲田大学理工学術院） 

 

会 期 : 平成27年 9月15日(火)〜17日(木) 

会 場 : 早稲田大学西早稲田キャンパス（東京都新宿区大久保3-4-1） 

事務局 : 早稲田大学創造理工学部 環境資源工学科 名古屋研究室内 第56回大気環境学会年会事務局 

年会ホームページ（最新情報を随時掲載します） : https://conv.toptour.co.jp/2015/jsae56/ 

問合せ先 : 第56回大気環境学会年会に関して 

 年会事務局：早稲田大学創造理工学部 環境資源工学科 名古屋研究室（村田） 

 〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1 51号館13階09室 

 E-mail : jsae56info@list.waseda.jp、Tel:03-5286-3326、Fax:03-5286-3491 

発表申込・参加登録・宿泊・交通に関して 

 運営事務局：東武トップツアーズ株式会社 公務営業部 

 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル16階 

 Tel : 03-5348-3502、Fax：03-5348-3503（平日：10:00〜18:00 土日祝日休業） 

 E-mail : jsae56@tobutoptours.co.jp（担当：池田） 

 

＜今年の特徴＞ 

１．学生・若手研究者の一般研究発表奨励 : 発表時間を短めにした、学生・若手対象の口頭発表セッションを設定し、優秀発

表を表彰します。なお学生については優秀ポスター発表の表彰も行います。 

２．大気環境保全のためのカーボン・オフセット活動 : 年会における温室効果ガスの排出量を算定し、クレジットの購入など

(オフセット)の実施や、広報活動を行います。またオフセットの一環として事前払込割引金\500をご寄付頂いた方に、特製の

木製名札を当日発行します。 

３．参加費の減額（講演要旨集を別料金に） : 参加費には講演要旨集代を含めず、希望者へ有料販売します。これにより冊子

体が不要な方は、例年より参加費が安くなります。なお講演要旨はPDFファイルとして、年会ホームページから無料でダウン

ロードできるようにします。 

 

＜申込の大まかな流れ＞ 

◎一般研究発表を行う場合 

1) 年会ホームページから参加登録する。 

2) ６月５日（申込期限）までに、年会ホームページから発表演題を申し込む。 

3) ７月３日（講演要旨提出期限）までに、年会ホームページから講演要旨原稿を提出する。 

4) 発表申込金、参加費、懇親会参加費を払い込む。（事前払込割引は7月31日まで） 

◎年会への参加のみの場合 

1) 年会ホームページで参加登録する。 

2) 参加費、懇親会参加費を払い込む。（事前払込割引は7月31日まで） 

 

＜第３報からの変更について＞ 

 一般研究発表の申込の際に入力する発表部門・分類について、第3報（前号に掲載）でお知らせした分類から一部を変更し

ました。発表申込の際にホームページから入力する項目について、変更した分類とともに本報に再掲いたします。ご迷惑をお

掛けし誠に申し訳ございません。何とぞ宜しくお願い申し上げます。 

 



 

1. プログラム（予定） 
日程 午前 午後 

9/15 

(火) 

一般研究発表、 

特別集会 

ポスターセッション、特別集会、 

分科会、学生・若手セッション 

9/16 

(水) 

一般研究発表、 

特別集会 

総会・調印式＊・受賞記念講演、 

シンポジウム、懇親会 

9/17 

(木) 

特別シンポ 

ジウム＊ 
一般研究発表、特別集会 

＊日本と中国の学会との学術提携 

 

2. 年会参加登録 
2.1. 年会参加登録方法 

 年会へ参加される方はまず、発表の有無にかかわらず、

年会ホームページで参加者情報を登録してください。登録

完了後に送信される確認メールをご確認ください。 

2.2. 参加費等 

参加費等の事前払込割引価格(カッコ内は当日料金) 

 会員 学生会員 非会員 

年会 

参加費 

\5,500 

(\6,000) 

\2,500 

(\3,000) 

\10,000 

(\10,000) 

講演 

要旨集代 
\2,000  

\5,000 

(\5,000) 

懇親会 

参加費 

\10,000 

(\12,000) 

\5,000 

(\6,000) 

\10,000 

(\12,000) 

 参加費を平成27年7月31日までに払い込んだ会員には、

上記の事前払込割引価格を適用します。 

 なお懇親会は、年会二日目9月 16日夜、リーガロイヤル

ホテル東京にて開催を予定しています。 

2.3. 名札でカーボンオフセット 

 事前払込割引相当額 \500 を、カーボンオフセットのた

めの寄付金としてお支払いいただく（参加費の一部として

請求）と、当日受付にてご氏名所属を印字した特製の木製

名札もお渡しします（申込期限7月 31日(金)）。カーボン

オフセットや木製名札の詳細については、年会ホームペー

ジを御参照ください。 

2.4. 参加費払い込み後の取り消し 

 7月 31日(金)を過ぎると、参加費などの費用払込後の取

り消しは受け付けられません。ご了承願います。 

2.5. 講演要旨集の販売 

 講演要旨集は、購入手続きを済ませた方に当日受付にて

お渡しします。当日販売も予定しますが数に限りがありま

すので、なるべく事前にお申込みください。なお年会参加

される方で事前の発送を希望される方は、着払いにて指定

住所へお送りいたします (申込期限7月31日(金)、９月初

旬頃に発送予定)。 

2.6. 個人情報の取扱いについて 

 参加登録者から得た個人情報は、大気環境学会年会の運

営に関わる適正な利用範囲（事務局からの問合せ、補助金

申請のための名簿作成等）に限って使用し、他の目的で本

人の同意なく第三者へ提供することはありません。 

3. 一般研究発表の申し込み 
3.1. 発表の種類と形式、表彰について 

 口頭発表とポスター発表があります。なお、下記のよう

に学生や若手研究者の優れた発表を表彰します。 

口頭発表 : 発表11分間、討論３分間とし、PCプロジェク

ターを用います。なお学生・若手研究者のみの

セッション（発表＋討論あわせて10分間程度）

において、優秀発表を表彰します。 

ポスター : ポスター・セッションの時間帯にポスター会場

で発表していただきます。学生の優秀ポスター

発表を表彰します。 

3.2. 申し込み方法・発表申込金 

 まず年会ホームページから参加登録してから、一般研究

発表申込ページで表示される案内に従ってお申込み下さい。

発表申込金（1題につき 2,000 円）は年会参加費とともに

払い込んでください。 

3.3. 発表申込（演題登録）期限 

 平成27年 6月5日（金） 

3.4. 一般研究発表申込の際の注意事項 

1) 筆頭発表者と演者は会員に限ります（共同発表者は非会

員でも構いません）。未入会の方は、大気環境学会へ入会手

続きを行ってから、発表申し込みをしてください。なお同

一演者による一般研究発表は、3題以下とします。 

2) 発表の申し込みは、必ず共同発表者全員の了承を得てか

ら行ってください。なお発表内容に問題があると判断され

る場合には、申し込みを受理しないこともあります。 

3) プログラム編成上の都合により、発表部門・発表方法を

変更させて頂くことがあります。また英文題名は修正・訂

正して頂くことがあります。 

4) 申し込みや払込、登録がうまく行かない場合は、運営事

務局へご連絡ください。 

3.5. 講演要旨原稿の提出 

 年会ホームページから、記載の指示に従って投稿してく

ださい。原則として、期限を過ぎた提出は受け付けません。

詳しくは記載事項をよくお読みの上、お手続きください。 

3.6. 講演要旨原稿の提出期限 

 平成27年7月3日（金） 

 

4. 特別集会・分科会 

 企画採用の通知を受けた特別集会・分科会は、年会ホー

ムページから、演題登録と講演要旨原稿提出を行ってくだ

さい。なお演題登録の際、希望発表分類等の項目は入力不

要です。また発表申込み金も不要です。期限は一般研究発

表と同様に、演題登録が平成27年6月5日（金）、講演要

旨原稿の提出が平成27年7月3日（金）です。 

 

5. その他 
 年会に関する情報は、本学会誌ニュース欄や、年会ホー

ムページでお知らせいたします。 



 

ホームページでの入力項目（一般研究発表、特

別集会、分科会の演題登録） 
a. 演題名（和文） 

b. 演題名（英文） 

c. 発表種別（一般研究発表（一般、学生、若手）、特別

集会、分科会） 

d. 希望発表分類（第3報より変更）：発表部門・分類一

覧の中から、希望する分類を必ず選択して下さい（特

別集会、分科会は不要）。必要に応じて、第３希望ま

で選択し、合計10点として、希望順位ごとの重み付

け点数を入力することができます。 

e. 希望発表順序：同一演者の演題数は 3 題以下としま

す。連続した発表を希望する場合は、その演題の希

望順序を、例えば 1/3、2/3、3/3 のように記入して

ください。 

f. 希望発表形式（口頭発表、ポスター発表） 

g. 関連発表順序：内容の関連した複数の発表を続けた

い場合は、備考欄に関連発表の発表者氏名（または

ID）と演題名を記入し、ご自分の発表との順序を明

記してください。 

h. 発表分類のための要旨（研究目的、方法、結果を200

字以内で記入してください。） 

i. 発表分類のためのキーワード (3、4個を記入) 

j. 発表者氏名(連名の場合は演者にチェック)、カナ、

ローマ字、ミドルネーム 

k. 所属名称（和文・英文） 

l. 会員種別 

 

発表部門・分類一覧（第 3報より変更） 
 

1 大気汚染物質 1-1光化学オキシダント 

 1-2 VOC 

 1-3粒子状物質 

 1-4酸性雨 

 1-5放射性物質 

 1-6繊維状物質 

 1-7有害化学物質 

 1-8温暖化物質 

 1-9悪臭物質・その他 

２ 環境動態 2-1室内環境 

 2-2沿道環境 

 2-3都市・地域汚染 

 2-4東アジア 

 2-5地球環境 

３ 影響 3-1植物影響 

 3-2材料・文化財影響 

 3-3臭気 

 3-4動物影響・毒性評価 

 3-5疫学・リスク評価 

４ 発生源 4-1移動発生源 

 4-2固定発生源 

 4-3排出インベントリ 

 4-4排出規制・抑制技術・コベネ

フィット 

５ 輸送・反応 5-1排出過程 

 5-2輸送 

 5-3反応 

 5-4沈着 

６ 手法開発 6-1測定技術 

 6-2解析手法・モデリング 

 6-3予測手法 

 6-4リスク評価手法 

7 社会・学習 7-1環境政策・環境行政 

 7-2環境学習・啓発 

8その他 

 


