
野生生物保護学会第11回大会（金沢）開催案内 
2005年7月24日 

 
ごあんない 
 野生生物保護学会の第 11 回大会（金沢）を 11 月 18 日から 20 日かけて金沢工業大学で

開催いたします。 
ツキノワグマの問題など、野生生物にかんする社会的関心が高まっている現在、本大会

では、大会テーマを「野生生物保護の可能性と未来～野生生物とのかかわりのための協働

～」とし、「人と野生生物」そして「人と人」の関係を議論する場にしたいと考えており

ます。 
今年の大会では、野生生物保護学会の今後のあり方について、会員によるディスカッシ

ョンの場を設けたいと考えておりますので、ぜひご参加いただきますようにお願いします。 
 また、2005年度に就任した新役員による最初の大会となりますので、皆様のご支援をお

願いいたします。 
大会実行委員長 野生生物保護学会会長  敷田 麻実（金沢工業大学） 

 
 
1 会場 
 金沢工業大学 （〒921-8501）石川県石川郡野々市町扇が丘７－１ 
 （アクセスマップは金沢工業大学のHP http://www.kanazawa-it.ac.jp/をご覧下さい） 
 
2 会期 
 ２００５年１１月１８日（金）～２０日（日） 
 
3 日程 
 １１月１８日（金） 委員会、自由集会 
 １１月１９日（土） 自由集会、研究発表（ポスター）、総会、懇親会 
 １１月２０日（日） 研究発表（口頭・ポスター）、大会シンポジウム、 
 
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）、講演申込（B欄）、

自由集会申込（C欄）に必要事項をご記入の上、郵送またはファックスで10月25日（必着）

までに申込先へお送り下さい。 
なお学会員でない方でも大会には自由に参加できます。研究発表の発表者、自由集会の

責任者は会員に限りますが、共同発表者、自由集会の話題提供者に非会員を含むことは可

能です。 
 
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11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 懇親会 
  正会員 4,000 円 無 料 5,000 円 
  学生 無 料    無 料 3,000 円 注１、２

  非会員（一般）    5,000 円    無 料 5,000円 

（注意） 

1.自由集会の主催あるいは一般講演を行う学生は、懇親会費を無料とします。 

2.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。ただし、

要旨集は数に限りがあるので、事前申込みの方を優先します。 

 

8 参加費の送金方法 
参加費、懇親会費のお支払いは、クレジットカード、銀行送金、郵便振替が利用できま

す。なお領収書は発行しませんので、クレジットカードあるいは銀行振込のご利用明細書

を保存して下さい。 
（クレジットカード） 
クレジットカードの場合には、参加申込書のD欄をご利用下さい。 
 

（銀行振込） 
銀行振込で参加費・懇親会費をお支払いされる方は参加申込書のD欄にご利用明細票の

コピーを添付して下さい。 
  振込先：みずほ銀行宇都宮支店 普通 ４２１０２１８ 

口座名義：小金沢正昭 
 

（郵便振替） 
 郵便振替の場合には、銀行送金と同様に、参加申込書のD欄にご利用明細票のコピー

を添付して下さい。 
  郵便振替口座番号：００１８０－２－５７８３６６ 
  口座名義：野生生物保護学会 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
野生生物保護学会第 11 回大会（金沢）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 小金澤正昭 
〒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：info@wcsjpn.org 
 
 
●大会実行委員長 敷田麻実 

金沢工業大学 情報フロンティア学部 情報マネジメント学科         

〒924-0838 石川県白山市八束穂（やつかほ）3-1 
事務室電話：076-274-7733   直通：076-274-7164 

E-mail: shikida@neptune.kanazawa-it.ac.jp （HP: http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/shikida/）     



野生生物保護学会第１１回（金沢）大会 

一般講演要旨・自由集会講演要旨の作成方法 
2005年7月24日 

 
 
●一般講演要旨の作成方法 
  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。一般講演要旨の提出期限は10月25日（必着）です。 
 
（作成方法） 
講演要旨は、第1行の中央に表題を置き、第2行目に右詰で氏名および所属（括弧書き）

で記入して下さい。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。 
第3行目から本文を記述します。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。 
また、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「みほん」に従い明記して下さい。 表題等、本文以外の文字も含めて、総

文字数は1,000字以内とします。図表の使用は認められません。 
 
（提出方法） 
ホームページから要旨のみほん（Word形式）がダウンロードできますので、活用して下

さい。作成した要旨原稿は標準テキスト形式（みほん）あるいは、MSワード形式（みほん）

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｢WCS2005講演/自由集会要旨＋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） 
info@wcsjpn.org  
 
 
●自由集会要旨の作成方法 
  基本的に一般講演要旨作成方法に準じます。なお要旨の字数の制限はありません。自由

集会講演要旨の提出期限は10月25日（必着）です。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

野生生物保護学会第 11 回（金沢）大会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 小金澤正昭 
〒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：info@wcsjpn.org 
 
 
●大会実行委員長 敷田麻実 

金沢工業大学 情報フロンティア学部 情報マネジメント学科         

〒924-0838 石川県白山市八束穂（やつかほ）3-1 
事務室電話：076-274-7733   直通：076-274-7164 

E-mail: shikida@neptune.kanazawa-it.ac.jp （HP: http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/shikida/）     



野生生物保護学会第11回（金沢）大会 

口頭発表（研究発表・自由集会）およびポスター発表 

ガイドライン 
2005年7月24日 

 
● 口頭発表（研究発表、自由集会）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利用）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可能です。 

 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、ご自分のコンピュータを接続される方は、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。 

自由集会については、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18日午後4時から20日正午ま

でに展示して下さい。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20日午後3時～6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11回（金沢）大会 

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 小金澤正昭 
〒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：info@wcsjpn.org 
 
 
●大会実行委員長 敷田麻実 

金沢工業大学 情報フロンティア学部 情報マネジメント学科         

〒924-0838 石川県白山市八束穂（やつかほ）3-1 
事務室電話：076-274-7733   直通：076-274-7164 

E-mail: shikida@neptune.kanazawa-it.ac.jp （HP: http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/shikida/）      



野生生物保護学会第１１回（金沢）大会 

会場への交通アクセスおよび宿泊事前のご案内 
2005年8月15日 

 
 
1  大学へのアクセス 
 金沢工業大学は金沢市の南の端にあります。そのため金沢駅からですとけっこう時間が

かかります。 
 （アクセスマップは金沢工業大学のHP http://www.kanazawa-it.ac.jp/をご覧下さい） 
 
● タクシーをご利用の場合  
 JR金沢駅前からの所要時間は、20分程度です（アクセスマップ参照）。駐車場あり。 
● 路線バス  
 JR金沢駅からの所要時間は、金沢駅東口（8番乗り場）から32、33、35番の「工業大学前行き」に乗

車、30分程度です。  
● 高速道路ご利用の場合  
 金沢西インターチェンジから、国道8号線の松島北交差点を金沢市内方面へ入り、野町広小路交差点、

有松交差点、 窪七丁目交差点を経由です。 
● JRとタクシー 
 金沢駅からひとつ南の「西金沢駅」にJRで移動し（所用約5分）、その駅前からタクシーで金沢工業

大学は10分ほど（1000-1300円）です。JRは便数も多く便利です。時刻表を添付します。 
 なお西金沢駅からは私鉄（北陸鉄道）の電車もあります。こちらは「工大前」まで210円です。 
 
2  金沢市内の宿泊予約 
金沢市内の宿泊予約ですが金沢工業大学のサービスセンター（電話076－248－1100代表）

でもあっせんしますが、基本的には各自でご予約下さい。もし、わかりにくければ上記の

サービスセンターに直接お問い合わせ下さい。 
 市内中心部の片町・香林坊付近に宿泊いただければ、付近には兼六園などもあり、また

飲食街も近く便利です。 
 また、金沢駅周辺に宿をお取りいただければ、金沢駅からひとつ南の「西金沢駅」にJR
で移動し（所用約5分）、その駅前からタクシーで金沢工業大学は10分ほど（1000-1300円）

です。JRは便数も多く便利です。 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
野生生物保護学会第 11 回（金沢）大会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 小金澤正昭 
〒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：info@wcsjpn.org 
●大会実行委員長 敷田麻実 

金沢工業大学 情報フロンティア学部 情報マネジメント学科         

〒924-0838 石川県白山市八束穂（やつかほ）3-1 
事務室電話：076-274-7733   直通：076-274-7164 

E-mail: shikida@neptune.kanazawa-it.ac.jp （HP: http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/shikida/）     
 

 



野生生物保護学会第11回(金沢）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。特にクレジットカードで参加費をお支払いする方は、セキュリティの問題があるので、絶対にEmail

を使用しないで下さい。 

 

 

Ａ．参加申込 

1．氏名（ふりがな） 

2．所属 

3．住所 〒 

4．Email 

5．送金方法および金額（該当欄を○で囲む）：クレジットカード・銀行振込・郵便振替 

 大会参加費：一般4,000 円・学生 無料 

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

 

Ｂ．発表申込 

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．自由集会申込 

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．クレジットカードお支払い票 

野生生物保護学会第11会大会の参加費および懇親会費を支払います。 

■ ご利用日 2005年□□月□□日 

■ 金   額 □□,□□□□（右詰めでご記入下さい） 

■ クレジットカードの種類 □ VISA □ MASTER 
■ クレジットカード番号 

     □□□□－□□□□－□□□□－□□□□ 

■ クレジットカードの有効期限     □□／□□ 
＊お持ちのクレジットカードに記載されている有効期限欄どおりにご記入下さい。 

■ ご署名 

 

 

送付先 ●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 

 




