
野生生物保護学会第1２回大会（沖縄）開催案内 

第２報 
2006年８月２０日 

 
ごあんない 
 

第 12 回(沖縄)大会実行委員会長 花井正光（琉球大学） 

野生生物保護学会会長 敷田麻実（金沢工業大学） 

  

野生生物保護学会の第12回大会を11月24日から26日にかけて沖縄で開催します。 

 昨年の第11回 金沢大会では、学会のこれからの方向性を、野生生物にかかわる「知のプ

ラットホーム」という言葉で表現し、学会を現場に生かせる野生生物に関する知識の集積

の場とし、野生生物と人の関係に加えて、野生生物にかかわる人と人の関係にまで対象を

広げて行くことが確認されました。 

 この認識をふまえ、これまでの自由集会をテーマセッションに改め、企画意図を明確に

するようにし、青年部会（準備会）による学生などを対象とした提案スタイルの発表の場

としてコミュニケーションフォーラムを新設しました。 

今回は野生生物の保全上さまざまな課題を抱えている沖縄で大会を開催することになり

ました。地元沖縄の会員が「楽しい学会」とするために準備を進めています。ぜひご参加

いただきますようにお願いします。 

大会を興味深くかつ円滑に運営するため、締め切り期限、問い合わせ先、名称など幾つ

かの変更点が出ていますので、ご注意下さい。 

 

1 会場（日程により会場が異なるのでご注意下さい） 

 １．名桜大学（25 日、26 日） 

   沖縄県名護市字為又 1220-1 

（アクセスマップ；http://www.meio-u.ac.jp/01gaiyou/07akusesu.html） 

 ２．北部生涯学習推進センター(24 日の午後の理事会、テーマセッション) 

   沖縄県名護市字為又 1220-146 

（アクセスマップ； 

http://www.city.nago.okinawa.jp/nago_koho/hiroba0501/tokusyu3.html） 

３．名護市民会館(24 日の公開特別講演のみ) 

沖縄県名護市港 2-1-1 

   （アクセスマップ； 

http://www.city.nago.okinawa.jp/koukyou_shisetu/5_shimin_kaikan.htm） 
 
2 会期 
  ２００６年１１月２４日（金）～２６日（日） 
 
3 日程 
11 月 24 日（金）：午後；公開特別講演，理事会，テーマセッション 

11 月 25 日（土）：終日；口頭発表，ポスター発表、コミュニケーションフォーラム、     

公開シンポジウム，テーマセッション，総会、懇親会 

11 月 26 日（日）：午前；口頭発表，ポスター発表、コミュニケーションフォーラム 

（プログラムによっては終日開催） 



（会期中に青年部会総会・幹事会、また会期後、幾つかのエクスカーションが企画されて

います。詳細が決まりしだい、学会ホームページでお知らせします。） 
 
4 講演申込および期限 
  別添の参加申込書（PDF書類、Word書類）の該当欄、参加申込（A欄）、発表申込（B欄）、

テーマセッション申込（Ｃ欄）に必要事項をご記入の上、一般講演（口頭発表・ポスター

発表）、コミュニケーションフォーラム発表、テーマセッションの企画がある方は１０月

１０日（必着）までに、大会参加のみの方は１０月２０日（必着）までに、郵送またはフ

ァックスで申込先へお送り下さい。 
なお非会員でも大会には自由に参加できます。研究発表の発表者、テーマセッションの

責任者は会員に限りますが、共同発表者、テーマセッションの話題提供者が非会員であっ

てもかまいません。 
 
5 参加申込および期限 
 参加者の参加費の振り込みは、１１月４日までにお願いします。なお、当日参加も受け

付けますが、プログラム･要旨集等の資料を当日お渡しできない場合があります。 
 
6 申込先 

〒329-2441 栃木県塩谷郡塩谷町船生７５５６ 宇都宮大学農学部附属演習林 
   野生生物保護学会第12回大会事務局 Fax ０２８７－４７－０３６６ 

    担当者：小金澤正昭、上野岳人 
 
7 参加費 
  会員種別 研究発表会 シンポジウム・   

公開特別講演 
懇親会 

  正会員 4,000 円 無 料 5,000 円 
  学生 無 料 注１    無 料    3,000 円 注２

  非会員（一般）    5,000 円    無 料 5,000 円 

（注意） 

１.学生の方が要旨集を必要とする場合には、要旨集代 2000 円を必要とします。申込

書の希望欄に記入し、入金して下さい。 

２.テーマセッションの主催あるいは一般講演（口頭発表・ポスター発表）を行う学生

は、懇親会費を無料とします。 

 

8 参加費の送金方法 
参加費、懇親会費のお支払いは、受け付け事務を確実にするため「郵便振替」だけとい

たします。なお、領収書は発行しませんので、郵便振替のご利用明細書を保存して下さい。 
   口座名 ：野生生物保護学会第１２大会 
   口座番号：００１４０－６－６１１５４８ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

野生生物保護学会第 1２回大会（沖縄）に関する問い合わせ先 
（お問い合わせは email でお願いします） 

●大会事務局 事務局長 小金澤正昭、担当理事 池田 啓  



〒329－2441 栃木県塩谷郡塩谷町船生7556  宇都宮大学農学部附属演習林 
 電話 ０２８７-４７-００５７（代表）             ファックス ０２８７－４７-０３６６ 

E-mail：wcs_okinawa12@yahoo.co.jp 
  
 
●大会実行委員会事務局：  

琉球大学 法文学部 観光科学科 花井研究室内 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原一番地 

TEL＆FAX：098-895-8196 

E-mail：花井正光 [mhanai＠ll.u-ryukyu.ac.jp] 

     当山昌直 [nao-toyama＠nifty.com] 

     小倉 剛 [ogurago＠agr.u-ryukyu.ac.jp]     



野生生物保護学会第１２回（沖縄）大会 

一般講演要旨・テーマセッション講演要旨の作成方法 
2006年９月２０日 

 
● 事前査読について 
大会案内第１報でお知らせしたように、今回は口頭発表、ポスター発表については講演

要旨の、テーマセッションについてはテーマの事前査読を行います。 
本沖縄大会では従来の発表形式に加え、青年部会主体によるコミュニケーションフォー

ラムを新設し、自由集会の名称をテーマセッションに替え、企画意図が明確になるように

し、さらに講演要旨集の充実を図るために図表を加えることができるようにしました。こ

れは、学会が目指す「野生生物保護管理に関する知的プラットホーム」という趣旨を発展

させることができるよう、本学会の活性化の一環として取り組まれたものです。 
この取り組みを円滑に進めるために、事前査読を導入したわけですが、査読はあくまで

もスタイルの統一が主たる目的で、学会長、大会担当理事、大会事務局で責任を持って行

いますので、ご理解下さい。 
 

● 口頭発表、ポスター発表要旨の作成方法 
  使用言語は日本語とします。ただし、外国人発表者の氏名、所属の表記に英語を用いる

ことは可能です。口頭発表、ポスター発表要旨の事前提出期限は１０月１０日（必着）で

す。 
 
（作成方法） 
１．要旨作成には、ワープロをお使い下さい。 
２．用紙サイズはＡ４とし、左右のマージンを20mm、上マージンを30mm、下マージン

を20mmとして、全角４０文字×４０行を目安に、１ページを完成させて下さい。 
１編の要旨の長さは、図・表・写真を含めて２ぺージとします。 

３．要旨の１行目は中央に表題、２行目は右詰で氏名、３行目は所属を記入して下さい。

所属は研究機関・大学名・会社名までとし省略しないで下さい。発表者が複数の場

合には、演者の氏名の前に＊を付加し、全ての発表者の氏名と所属の前に対応する

番号を示して下さい。行数が増え、数行送られるのはかまいません。 
４．４行目から本文（発表者が複数にわたる場合は、その次の行から本文）を記述しま

す。要旨はわかりやすく記述し、研究の背景や目的、内容と成果、今後の課題など

について、要領よくまとめて下さい。 
５．用いる図や表は字数概算で５０％以内として下さい。また、図表、写真は白黒での

印刷となりますので、ご留意下さい。 
６．文末にはコンタクトオーサーの氏名、所属、希望連絡先（メールアドレス、電話番

号など）を明記して下さい。 
７．執筆にあたっては、「みほん（MSワード形式）」を参考の上、注意して作成して下

さい。 
 
（提出方法） 
作成した要旨原稿は標準テキスト形式あるいは、MSワード形式で、Emailの添付ファイ

ルとして送付して下さい。 
その際のEmailのヘッダに｢WCS2006講演/テーマセッション要旨＋氏名｣と明記して下さ

い。なお、HTML形式のEmailは送信しないようにお願いします。 



（送付先） 
E-mail：wcs_okinawa12@yahoo.co.jp 

 
●テーマセッション要旨の作成方法 
  基本的に口頭発表等要旨作成方法に準じます。なおテーマセッションについてはページ

数の制限はありませんが、演者×２＋１ページを目安として下さい。テーマセッション要

旨の提出期限は１０月１０日（必着）です。 
 
● コミュニケーションフォーラム要旨の作成方法 

青年部会(GF)準備委員会が中心となり、若手研究者の発表の場としてコミュニケーショ

ンフォーラムを企画しています。この場は、完成していない(結果の出ていない)研究につ

いて発表し、各発表毎にコメンテーターをおき、また参加者と発表者が議論することで、

研究計画の段階から研究をより良い方向に持っていくことを趣旨としています。 

発表形式は口頭発表とし、要旨は口頭発表作成方法に準じ、１ページ以内とします。コ

ミュニケーションフォーラムについては要旨に関する査読は行いませんが、今回初めての

取り組みですので、コミュニケーションフォーラム発表要旨についても提出期限を１０月

１０日（必着）とします。 

詳細については、下記のコミュニケーションフォーラム担当者までお願いします。初め

ての試みです、若手研究者の皆さんふるって参加下さい。 

 

鈴木 克哉 

〒484-8506 犬山市官林 京都大学霊長類研究所 

附属ニホンザル野外観察施設  

Phone:0568-63-0583 Fax:0568-62-9575 

E-mail:katsuya@pri.kyoto-u.ac.jp 
 
（送付先） 
E-mail：wcs_okinawa12@yahoo.co.jp 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
野生生物保護学会第 1２回大会（沖縄）に関する問い合わせ先 

（お問い合わせは email でお願いします） 
●大会事務局 事務局長 小金澤正昭、担当理事 池田 啓  

〒329－2441 栃木県塩谷郡塩谷町船生7556  宇都宮大学農学部附属演習林 
 電話 ０２８７-４７-００５７（代表）             ファックス ０２８７－４７-０３６６ 

E-mail：wcs_okinawa12@yahoo.co.jp 
 

大会実行委員会事務局：  

琉球大学 法文学部 観光科学科 花井研究室内 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原一番地 

TEL＆FAX：098-895-8196 

E-mail：花井正光 [mhanai＠ll.u-ryukyu.ac.jp] 

     当山昌直 [nao-toyama＠nifty.com] 

     小倉 剛 [ogurago＠agr.u-ryukyu.ac.jp]   



野生生物保護学会第12回（沖縄）大会 

口頭発表（研究発表・テーマセッション）およびポスター発表 

ガイドライン 
2006年８月２０日 

 
● 口頭発表（研究発表、テーマセッション）ガイドライン 

 

発表時間は質疑応答を含めて20分とします。活発な議論のために15分以内に発表を終え

て下さい。発表にはOHP、プロジェクター（パワーポイントなどを映写）を利用できます。

スライド映写機は利用できませんので、ご注意下さい。また、OHPとプロジェクターを同時

に使用することもできません。 

 会場には既設のプロジェクターがあります。それに連動してウインドウズ XP およびオフ

ィス（パワーポイント）2003 のインストールされたパソコンを各会場に用意します。 

研究発表は、自分の発表セッションの前までに USBメモリー、CD－Rの形でファイルを受

付に渡して下さい。動画を使用するなど特別な事由の場合は、ご自分のパソコンを持って

きて下さい。 

プロジェクターを利用される方で、ご自分のパソコンを接続される方は、講演者の責任

においてあらかじめ動作を確認して下さい。 

なお会場と同じ設定の試写室も別に用意いたします。 

テーマセッションについては、すべてを主催者が責任をもって進めて下さい。会場には

プレゼン機器の操作をマスターした学生を配置します。 

 

 

● ポスター発表 

  展示ポスターは縦180cm、横90cmです。最上部に表題と氏名・所属を明記して下さい。

プログラムに指定された演題番号の示された展示場所に、11月２５日（午前９時）から２

６日（午後１２時）まで展示して下さい。ポスター展示に必要な画鋲等は事務局で用意し

ます。 

ポスターの回収は２６日午後１２時～３時に行って下さい。回収されなかったポスター

は事務局で廃棄しますので、必要な方は必ず時間内に回収して下さい。 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
野生生物保護学会第 1２回大会（沖縄）に関する問い合わせ先 

（お問い合わせは email でお願いします） 
●大会実行委員会事務局：  

琉球大学 法文学部 観光科学科 花井研究室内 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原一番地 

TEL＆FAX：098-895-8196 

E-mail：花井正光 [mhanai＠ll.u-ryukyu.ac.jp] 

     当山昌直 [nao-toyama＠nifty.com] 

     小倉 剛 [ogurago＠agr.u-ryukyu.ac.jp]   



野生生物保護学会第１２回（沖縄）大会 

会場への交通アクセスおよび宿泊事前のご案内 
2006年８月２０日 

 
 
1  航空・宿泊・島内移動等について 
 今大会は沖縄での開催であり、かつ会場が沖縄島北部の名護市であることから、交通ア

クセスの選択はかなり限定され、経費もかさみます。実行委員会では、空路来沖される参

加者の便宜や経費節減をできるだけ図るため、当地の旅行社の協力を得ています。 
全国主要空港（札幌、羽田、中部、大阪、福岡等）発着便の団体運賃適用、ホテルの本

大会特別料金設定、レンタカーの割引料金設定、弁当の手配など、取り扱い旅行社宛て事

前申し込みによりご利用ください。 
  
2  交通アクセス等関連情報の提供 
 後ろのページに、全国主要空港別の割引運賃や利用できる便、ホテル名と料金、バス・

タクシー・レンタカー情報及び申し込み用紙などを掲載しています。 
 なお、学会ホームページを見ることが出来ない会員は、実行委員会から書類を郵送しま

すので下記連絡先にいずれかの方法で連絡ください。 
 
3  取り扱い旅行社及び申し込み方法 
 ①取り扱い旅行社：沖縄ツーリスト株式会社 コンベンション部 
          担当者：仲間・友利 
          TEL：098-864-1271 FAX：098-869-1065 
 ②申し込み方法 ：添付されている申し込み用紙をダウンロードして、当該旅行社宛てフ

ァックスにより各自でお申し込みください。  
 
4  本案内についての問い合わせ先 
大会実行委員会事務局： 

 琉球大学 法文学部 観光科学科 花井研究室内 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地 

TEL＆FAX：098-895-8196 

E-mail：花井正光 [mhanai＠ll.u-ryukyu.ac.jp] 

 当山昌直 [nao-toyama＠nifty.com] 

   小倉 剛 [ogurago＠agr.u-ryukyu.ac.jp] 



野生生物保護学会第12回（沖縄）大会参加申込書 

 
必要事項（選択）を記入の上、切り離さずに、郵送･ファックスで申し込んで下さい。Email での受付はいたしません。 

 

 

Ａ．参加申込 

1．氏名（ふりがな）                               ・会員・非会員（該当欄に○） 

2．所属 

3．住所 〒 

4．Email 

5．送金方法および金額（該当欄に○）：郵便振替 

 大会参加費： ・一般4,000 円 ・学生 無料（・要旨集2,000円） ・非会員5,000円  

 懇親会費 ：  ・一般5,000 円 ・学生3,000 円（学生講演者は無料） ・非会員5,000円 

                                               合計        円 

 

Ｂ．一般講演申込 

1．発表形式（○で囲む）：口頭・ポスター 

2．表題： 

3．発表者氏名（所属） 

 

Ｃ．テーマセッション申込 

1．代表者氏名（所属） 

2．集会名 

3．使用機材（○で囲む）OHP・液晶プロジェクター・不要 

 

Ｄ．コミュニケーションレポート申込 

1．表題： 

2．発表者氏名（所属） 

  

 
申込先 大会事務局  
〒329－2441 栃木県塩谷郡塩谷町船生7556  宇都宮大学農学部附属演習林 

 ファックス ０２８７－４７-０３６６ 

 


