
平成 30 年 4 月 5 日 

 

平成 30年度廃棄物資源循環学会九州支部 

研究ポスター発表会・留学生等交流会 募集要綱 

 

1. 目的 

・ 若手研究者や学生に研究成果の発表の場を提供し、さらに外国人留学生等ならびに日本人学

生との交流促進を図る。 

 

2. 発表内容 

・ 廃棄物や資源循環に関する研究発表だけでなく、市民の方々を対象とした活動報告、企業の方々

を対象とした技術報告、部会による活動報告も歓迎いたします。 

・ 過去に学会などで発表された内容でも問題ありません。ただし、発表で使用するポスターについ

ては既に発表したものを再び使用することは避けて下さい。 

 

3. 参加資格及びポスター作成方法 

・ 参加資格は、発表者もしくは連名者に九州支部会員が含まれ

ていればどなたでも参加できます。 

・ ポスターの形状は自由です。講演 1 件あたりのポスター貼り

付けスペースは、タテ 210cm×ヨコ 90cm（A0 サイズ（タテ

119cm×ヨコ 84cm）が貼れます)なので、この範囲内に収ま

るようにして下さい。  

・ 右図に示すように、パネルの最上部タテ10㎝部分には題目、

所属、氏名が印刷されるようにポスターを作成して下さい。

また、講演番号プレートを発表当日に取り付けるため、最上

部左隅に 5 ×5 cm 程度のスペースを空けておいて下さい。 

 

4. 日時と場所 

・ 日時：平成 30 年 5 月 19 日（土）15：30～17：00 

・ 場所：福岡大学七隈キャンパス 文系センター4 階 

      （九州支部総会・意見交換会会場） 

 

5. 参加費用 

ポスター発表の参加費用は無料です。なお、ポスター発表 1 件につき 1 名、発表者を意見交換会

にご招待します（2 人目以降の発表者の意見交換会参加費は別途必要）。また、留学生等に関し

ては会場までの交通費の一部を補助します。 

 

6. 表彰 

優秀発表者（複数）を当日表彰致します。優秀発表者には表彰状および粗品（図書券）が贈呈さ

れます。 

 

7. 発表登録 

4 月 27 日(金)までに発表題目、発表者および所属を下記メールアドレスまでご連絡下さい。 

＜連絡先＞ 平田修 （研究発表部会担当幹事：福岡大学環境保全センター）  

  E-mail：ohirata@cis.fukuoka-u.ac.jp 
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5ｃｍ 九州の廃棄物に関する
　　　　　○○大学：山田太郎

ポスター作成（例）

開始 内容 終了
13:00 九州支部総会 13:45
14:15 講演会 15:15
15:15 ポスター準備 15:30
15:30 ポスター発表会 （17:00）

意見交換会 18:30

九州支部総会タイムスケジュール（案）

mailto:ohirata@cis.fukuoka-u.ac.jp


1st April 2018 

Call for Posters 

2018 Annual Meeting of Kyushu Branch, Japan Society of Material Cycles and Waste Management 

Poster Session & International Exchange Party 

 

1. Objective 

Kyushu Branch, Japan Society of Material Cycles and Waste Management would like to offer you to have 

an opportunity to contact with international and Japanese students in other affiliation by poster session in 

our annual meeting. 

 

2. Poster details 

・Content is free. Not only your own study but also a report about 

environmental problems, waste management, social activity for 

sustainable development, and others in your country is also available. 

・Recommended poster size is A0 size, though available space is 210cm 

(vertical) X 90cm (horizontal). 

・Top left corner of your poster should have empty space (5 cm X 5 cm) 

as shown in the figure.  

 

3. Place, date and time 

・Date/Time  : 15:30 to 17:00, 19th (Sat) May, 2018 

・Place     : Fukuoka University, Nanakuma campus, 8-19-1 Nanakuma, Johnan-ku, Fukuoka 

(4th floor of Humanities and Social Sciences Center) 

 
4. Registration fee 

Registration fee for the poster session and International Exchange Party is free of charge. All presenters can 

attend fellow exchange party without any fee. And, we will support you (only for foreign students) the one 

part of your traffic expenses to Fukuoka University 

 

5. Award 

One excellent poster will be awarded from all posters of foreigner. It will be selected by only based on 

excellence of description, illustration, and style, NOT content. 

 

6. Registration deadline 

 You are requested to send E-mail including your name, nationality, affiliation, and co-authors name to 

contact address until 27th April (Fri) as your registration. It is not necessarily that first author joins Kyushu 

Branch, Japan Society of Material Cycles and Waste Management (JSMCWM), but at least one member of 

Kyushu Branch, JSMCWM must be included as co-authors in your presentation. 

 

<Contact address> 

Osamu Hirata (Environmental Protection Center, Fukuoka University) E-mail: ohirata@cis.fukuoka-u.ac.jp 

Start Content Finish
13:00 Annual meeting 13:45
14:15 Special Lecture 15:15
15:15 Preparation of Poster 15:30
15:30 Poster session （17:00）

Exchange Party 18:30

Time Schedule(Draft)
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5ｃｍ The waste management
　University of ○○：T. Yamada

Sample of Poster preparation
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