
 

平成 29 年 8 月 22 日 
 
会員各位 

日本農業気象学会中国四国支部長 
大上 博基 

 

2017 年度日本農業気象学会中国四国支部大会のお知らせ 

 
 残暑の候，会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます． 
 さて，標記の大会を下記のとおり開催いたします．奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます． 
 
 

記 
 
１．会場 鳥取大学・鳥取キャンパス・広報センター（2 階・スペース C） 
  〒680-8550 鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地 
 
２．期日 平成 29 年 12 月 7 日（木）～8 日（金） 
 
３．日程 12 月 7 日（木）（役員会，シンポジウム，一般研究発表，懇親会を予定） 
         

12 月 8 日（金）（一般研究発表を予定） 
 
＊シンポジウム「地域気象資源を活用した水稲中心の農業からの転換(仮）」は近

畿中国四国農業試験研究推進会議・農業環境工学推進部会との共催になります． 
 
４．参加費 
   大会参加費         2,000 円（一般） 1,000 円（学生） 

懇親会費    5,000 円（一般，学生） 
 
５．参加申込・研究発表申込方法 
   参加申込は，〆切期日までに電子メールにてご送付ください．電子メールには，参加者氏名，連絡先（郵

便番号，住所，Tel，Fax，E-mail），懇親会への参加の有無を記載してください．研究発表の申込は，上記

に加え，氏名（講演者に※印），所属，タイトルを明記してください．FAX での申込も受け付けます（た

だし，必ず同時に電話で連絡をお願い致します）．電子メールの場合，件名を「中国四国支部会申込」

とし，メール本文に必要事項をご記入の上，送信してください．申込の受理確認は原則として電子メー

ルでご連絡します． 
 



 

６．講演要旨原稿の提出方法 
研究発表の申込者は，別添の「原稿作成要領」にもとづき，PDF ファイルまたは Word ファイルで講

演要旨原稿を作成し，電子メールに添付して大会事務局宛にご送付ください（ファイル容量はいずれも

5MB 以下としてください）．電子メールが使える環境にない場合は，A4 の上質紙に印刷して郵送して

ください．ただし，この場合，原稿はスキャナで画像として読み取った上で，PDF 原稿を作成します

ので，B5 に縮小するときに字が潰れる，または写真や図などの濃淡が印刷にうまく反映されない場合

があります． 
 
７．要約の提出方法 

研究発表の申込者は講演内容の要約を電子メールまたは紙媒体にてご送付下さい．この原稿は学会誌

「生物と気象」に掲載されます．表題，氏名，所属および要約を全体で 250 字以内に収めてください． 
 
８．〆切 
   （1）参加および研究発表の申込〆切   10 月 20 日（金） 
   （2）講演要旨原稿および要約原稿の提出〆切  11 月 10 日（金） 
 
９．大会組織 
   （大会委員長）（大会事務局）（問い合わせおよび講演要旨･要約原稿の送付先） 

〒680-0001 鳥取県鳥取市浜坂 1390 
鳥取大学 乾燥地研究センター 木村 玲二（キムラ レイジ） 
Tel：0857-21-7031 Fax：0857-29-6199  E-mail：rkimura@alrc.tottori-u.ac.jp 

 
１０．支部会誌「中国・四国の農業気象」への投稿のお願い 
 支部会誌「中国・四国の農業気象」第 30 号に掲載する論文を下記のとおり募集しますので，ご投稿く

ださいますようお願いいたします． 
〆切：平成 29 年 10 月 6 日（金） 
投稿先及び連絡先： 上記９の送付先と同じ 

支部会誌への投稿規程は，これまでに発行された支部会誌「中国・四国の農業気象」第 29 号 57 ペー

ジをご覧下さい．別刷につきましては投稿時にご相談ください． 
 
１１．優秀発表賞について 
   2012 年度の出雲支部大会の役員会において若手研究者を対象とした優秀発表賞を制定することが提案

され，2013 年度の愛媛支部大会の役員会において事務局案を提示，2014 年度の山口大会で試験的に実

施することとなりました．優秀発表賞の目的のひとつは、学生や若手研究者の積極的な学会活動参加に

よる支部の活性化および支部会員の増加です．名称は，「日本農業気象学会中国・四国支部 優秀発表賞」

です．対象は、優秀かつ将来の活躍が期待できる若手研究者および大学院修士または博士課程に在学す

る学生で，日本農業気象学会（支部大会を含む）において優れた内容の研究発表し，農業気象学の向上

を推進する支部の活動に貢献しているという条件を満たす者とします．なお、農業気象学の発展への将

来の貢献を奨励することを目的としているため，対象者の年齢は 30 歳以下（発表時）と限定いたしま



 

す．選考方法は、支部発表会において優れた研究成果の発表を行った者（若干名）を選考委員により選

出します．選考委員は、支部長および大会委員長ならびに支部長が指名する若干名の支部役員とします．

受賞者は，支部大会総会時に支部長より発表および表彰され，賞状および副賞が授与されます．また，

審査対象の研究発表を明確にするために，審査対象の発表を同じセッションにまとめます．そのため，

支部大会発表申込み時に優秀発表賞へのエントリーの有無を申し出てください．申込みのメール本文に

「日本農業気象学会中国・四国支部 優秀発表賞に申請します」と明記してください（明記されていな

い場合はエントリーされていないものとみなします）．若手研究者の積極的な応募をお待ちしておりま

す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

講演要旨原稿作成要領 
 
１．原稿の作成 
 （１）原稿の用紙サイズは，A4 縦（横書き）2 ページ以内とします． 
 （２）原稿は 2 段組とし，A4 版用紙 1 枚の左半分ならびに右半分の字数および行数はそれぞれ 21 字☓45

行とし，上下の余白はそれぞれ 22mm 程度，左右の余白はそれぞれ 18mm 程度として，中央は 1.5 字

分空けてください． 
 （３）原稿は 10.5pt で，全角文字 MS 明朝，半角英数字は Times New Roman（またはそれに近いフォン

ト）を使用してください． 
 （４）講演原稿の 1 ページ目には，タイトルを 14pt で中央揃え，次の行に所属と講演者名を 12pt で右揃

えにしてください．タイトルと所属・氏名のフォントは MS ゴシック（またはそれに近いフォント）を

使用してください． 
 （５）図表は適当な大きさに縮小し，本文中に割り付けてください．また図中にグラデーションや網かけが

ある場合は製本時に明瞭な図にならないことがありますので，ご注意ください．なお，写真はコントラ

ストを抑えるとよいようです． 
 
   別紙にサンプル原稿を示します． 
 
２．原稿の投稿 
 （１）PDF ファイルを送付する 
    LaTeX，Word2010 以降など，PDF ファイル作成機能が備わっている環境で作成した原稿は，PDF

化して電子メールに添付して送付してください．ページ番号は必要ありません． 
    Windows の標準的フォント以外を使用して作成した原稿を PDF 化するときには，レイアウトを崩さ

ないために，フォントの埋め込み（embedding）が必要です．Word や dvipdfmx ではデフォルトで埋

め込まれますが，それ以外のソフトで PDF 化する場合はご注意ください． 
    ・フォントの埋め込みは，例えば Word2010 の場合は「ファイル→オプション→保存」の最下段で

設定できます．また PDF ファイルの作成は「ファイル→保存と送信→PDF/XPF ドキュメントの

作成」から出力形式を PDF として行えます． 
    ・埋め込みの成否は，作成した PDF ファイルを Adobe Reader で開き，「ファイル→プロパティ→フ

ォント」で確認できます． 
 （２）Word ファイルで送付する 
    Word2003 以前など，PDF ファイル作成機能が備わっていない環境で原稿を作成した場合，あるい

はPDF化の方法がわからない場合は，Wordファイルのまま電子メールに添付して送付してください．

やはりページ番号は必要ありません． 
    この場合も，Windows の標準的フォント以外を使用して作成した原稿を送付するときにはフォント

の埋め込みが必要です．例えば Word2003 ならば，「ツール→オプション→保存」で「TrueType フォ

ントを埋め込む」にチェックが入っていることを確認してください． 
 （３）紙にプリントして郵送する 
    上記（１）（２）が困難な場合は，上質紙にレーザープリンタで出力し（再生紙は使用しないでくだ

さい），大会事務局まで郵送してください． 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

会場周辺の地図 

 
鳥取大学鳥取地区キャンパスの地図（大会会場である広報センター（スペース C、2 階）は、正門を入ってす

ぐ正面の位置です．http://www.tottori-u.ac.jp/1797.htm 
★JR 山陰本線の「鳥取大学前駅」は正門の信号を渡って、徒歩 3 分の場所にあります． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

会場への交通アクセス（http://www.tottori-u.ac.jp/1796.htm#tottori） 

 
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（日の丸バス） 
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 

 
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 
 
 
 



 

宿泊施設のご案内 
 
大会事務局では宿泊の斡旋は行っておりませんが，鳥取市内の宿泊施設をいくつかご案内します．料金等ご確

認のうえ，各自でご予約下さい． 
 
＜鳥取市内の宿泊施設（紹介してあるのはすべて鳥取駅周辺です）＞ 
 

ホテル名 住所 電話番号 

鳥取ワシントンホテルプラザ 鳥取市東品治町 102 0857-27-8111 
東横イン鳥取駅南口 鳥取市富安 2-153-3 0857-36-1045 
ホテルナショナル 鳥取市永楽温泉町 159 0857-24-7511 
アパホテル 鳥取市富安 2-138-2 0857-27-8811 
スーパーホテル鳥取駅前 鳥取市扇町 5 0857-22-9000 
ホテルレッシュ鳥取駅前 鳥取市栄町 752 0857-29-1111 
鳥取グリーンホテルモーリス 鳥取市今町 2-107 0857-22-2331 
スーパーホテル鳥取駅北口 鳥取市今町 2-382 0857-36-9000 

 
 
 


