
 1 

沖   縄                  第93号  

通  信 
 

生物学会               2014年3月18日  

 

************************************************************************************ 

合同沖縄大会の開催のお知らせ 

************************************************************************************ 

 
日本動物学会九州支部 (第67回) 

九州沖縄植物学会 (第64回) 
日本生態学会九州地区会 (第59回) 

沖縄生物学会（第51回） 
Home page: http://w3.u-ryukyu.ac.jp/okinawah26/ 

 
 表記の四学会合同大会を沖縄（琉球大学）で開催することになりました．皆様のご
参加を心よりお待ち申しあげます． 
 
5月24日（土）：琉球大学共通教育棟1号館，2号館（会場A～D） 
  11：00～11：30 動物学会九州支部・九州沖縄植物学会委員会 
  11：30～12：00 生態学会九州地区 
  12：00～    受付 
  13：00～14：00 合同ポスター発表（奇数番号発表） 
  14：00～15：00 合同ポスター発表（偶数番号発表） 
  15：10～15：40 動物学会九州支部・九州沖縄植物学会総会  
  15：40～16：10 生態学会九州地区総会 
  16：20～17：50 公開シンポジウム「琉球諸島の世界自然遺産登録に向けて 

：琉球諸島の生物多様性と保全の現状」 
  18：00～20：00 懇親会（琉球大学生協中央食堂） 
 
5月25日（日）：琉球大学共通教育棟1号館，2号館（会場A～D） 
   8：30～    受付 
   9：00～12：00 一般講演（口頭発表） 
  13：00～14：00 沖縄生物学会総会 
  14：00～    一般講演（口頭発表） 
 
＊ ポスター・口頭発表の演題数によっては，時間変更の可能性があります． 
＊合同ポスター発表は，高校生のポスター発表を含みます． 
 
会場：琉球大学共通教育棟1号館，2号館 （〒903-0213 沖縄県西原町千原１番地） 
会場詳細については5ページを御覧下さい． 
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参加・発表申込みおよび講演要旨集の申込み（詳細は別紙申込書を参照） 
 
【参加・発表申込み締切】 
  発表申込み： ４月４日（金）必着（電子メールの添付書類または郵送） 
  要旨原稿提出： ４月４日（金）必着（電子メールの添付書類または郵送） 
  参加のみの申込み： ４月４日（金）必着（電子メールの添付書類または郵送） 
  当日参加も受付けますが，講演要旨集の参加者名簿にはお名前は掲載されません．   
 
【講演要旨集のみの申込み締切】 
  大会には参加されず講演要旨集のみをご希望の方は，郵便振込み（青字で印刷さ

れた払込取扱票を使用）で４月４日（金）までにお申し込み下さい．その際，払込
取扱票の通信欄に「講演要旨集のみ希望」とお書きになり，希望冊数と発送先を必
ずご記入下さい． 
 

【大会参加費（講演要旨集１部の代金を含む）】 
  ４月４日まで    ４月５日以降および当日参加 
  一般 4,000円   学生 2,000円     一般 5,000円  学生 2,500円 
  要旨集のみの別売 1部 1,000円 
  高校生については免除 
 
【懇親会費】 
  ４月４日まで    ４月５日以降および当日参加 
  一般 4,000円   学生 2,000円    一般 5,000円  学生 2,500円 
 
郵便振込みは，青字で印刷された払込取扱票（振込料は振込者が支払う）を用いて4
月4日（金）までに行って下さい． 
郵便振替口座： 01720-4-164711   四学会合同沖縄大会実行委員会 
 
【参加・発表申込方法】 
 電子メールにて参加・発表申込みをして頂くようお願いします．別紙の「参加・発
表申込書」（Home page: http://w3.u-ryukyu.ac.jp/okinawah26/よりダウンロード
可）にしたがって必要事項を入力し，電子メールのタイトルを「四学会申込」として
下記メールアドレスに送信してください． 
メールアドレス:okinawah26@w3.u-ryukyu.ac.jp  

 
 添付ファイルにて送信する場合は，ワード形式（.docまたは.docx）のファイルに
してください．送信してから７日経っても受信の返事がない場合は，タイトルを「学
会申込再送信」とした上，お手数ですが同じメールを送信してください． 
  
 電子メールを利用できない方は，「参加・発表申込書」に必要事項を記入の上，「〒
903-0213 沖縄県西原町千原１番地 琉球大学理学部海洋自然科学科生物系（四学会合
同沖縄大会実行委員会）」宛に郵送してください． 
 
【要旨】 
 本大会では，指定用紙の送付は行いません．別紙の【講演要旨作成例】に従って，
A4用紙の縦7cm×横17cm の枠の中に文字サイズ10ポイントで印刷できるようにして
下さい．枠の左上には発表番号を印刷するための縦横2.5cmの余白が必要です．発表
題目，発表者氏名（カッコ内に所属の略称），要旨本文の順に記入し，実際に発表す
る演者の左肩に「＊」を入れてください．図表は入れないでください． 
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【講演要旨作成例】 
（Home page: http://w3.u-ryukyu.ac.jp/okinawah26/よりダウンロード可）をテンプ
レートにすることができますので，お使いください． 
 要旨の原稿は，ワード形式（.docまたは.docx）のファイルで電子メールの添付書
類として送ってください．その電子メールのタイトルは「四学会講演要旨」とし，下
記メールアドレス宛に送信してください． 
メールアドレス：okinawah26@w3.u-ryukyu.ac.jp 
 
 送信してから７日経っても受信の返事がない場合は，お手数ですがタイトルを「四
学会講演要旨再送信」とした上で，同じメールを送信してください．電子メールを利
用できない方は，【講演要旨作成例】に従って，A4用紙の縦7cm×横17cm の枠の中に
文字サイズ10ポイントで印刷したものを「〒903-0213 沖縄県西原町千原１番地 琉球
大学理学部海洋自然科学科生物系（四学会合同沖縄大会実行委員会）」宛に郵送して
ください． 
 
【講演】 
1. 一般講演はポスター発表（四学会合同）と口頭発表（各学会）で行います． 
2. ポスター用ボードのサイズは縦180cm×横120cmです．24日（土）のポスター発表で

は，原則として，奇数番号は13：00～14：00，偶数番号は14：00～15：00にポスタ
ーの前での説明を行って頂きます． 

3. 25日（日）の口頭発表の時間は，質疑応答を含めて15分間です．終了時刻の5分前
に1鈴，3分前に2鈴，終了時に3鈴を鳴らします．時間厳守でお願いします． 

4. 口頭発表は，パソコン用液晶プロジェクターを用いて行います．発表用パソコンを
各自ご持参下さい．Apple製品等，特殊な接続ケーブルが必要な場合，各自でご持
参下さい． 

5. 口頭発表が終わった方には次の発表の座長をして頂きますので，よろしくお願い致
します． 

 
※ 会場で液晶プロジェクターにパソコンをつなぐ場合，以下の手順でお願いします． 

1) １会場に1台配置した液晶プロジェクターには，切り替え器の2本の入力ポート（メ
スD-Sub15 ピン）を使って，演者と次演者の2台のパソコンをつなぎます． 

2) 次演者は専用席に座り，パソコンをポートに接続し，パワーポイント等の発表デ
ータを開けた状態で待機します． 

3) 前演者の講演が終わったら，発表者自身で切り替えスイッチを切り替えて下さい．
試写用の液晶プロジェクターを用意しておきますので，事前の動作確認等にご利
用ください． 

 
【懇親会】 
 懇親会は，5月24日（土）18：00より，琉球大学生協中央食堂にて行う予定です． 
 
【昼食】 
 大学構内の食堂は，24日（土）は11：30から14：00まで生協中央食堂がご利用でき
ます．25日（日）は営業しておりませんのでご注意ください．なお，近くにコンビニ
エンスストアや飲食店などがあります． 
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大会会場（琉球大学キャンパス）への交通 
 

【空港から大学へ直行】 

111, 113, 123番線（高速バス，約１時間に１本) 

所要時間: 約45分 

経路: 空港→沖縄自動車道→琉大入口下車 

      (下車後，琉球大学北口まで徒歩約4分) 

料金720円 

 

【那覇バスターミナルから大学へ直行】 

97番線（琉大線）(20-30分間に1本) 

所要時間：約50分 

のりば:市外線パスタ-ミナル4番ホ-ム 

経路：バスターミナル→国際通り(牧志)→ 

   儀保(首里)→琉大附属病院→琉大東口下車 

料金：510円 

 

路線バス(バイパス経由) (20-30分間に1本) 

98番線（琉大線）  

所要時間：約40分 

のりば：旭橋バス停 

経路：我那覇→バスターミナル→国際通り(牧志) →バイパス→真栄原→沖国大前→

琉大北口駐車場(終点)下車 

料金：590円 
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            琉球大学キャンパス図  



 6 

************************************************************************************* 

沖生会事務局よりお知らせ 
************************************************************************************* 

 
１．４学会合同大会案内 

 
 本案内は，４学会の共通の案内となっております．沖生会会員の方は，沖生会のホ

ームページhttp://www.okibio.jp/からも，参加・発表申込書をダウンロードできます．

参加・発表申込書および講演要旨の送付先は，案内に掲載されておりますように，共

通のメールアドレスokinawah26@w3.u-ryukyu.ac.jp宛にお願いいたします． 
 
２．国立自然史博物館設立要請のためのシンポジウムの延期について 

 
 国立自然史博物館設立要請のためのシンポジウムを３月１日に計画しておりまし

た（通信９２号）が，本年１１月ごろに延期されました．国立自然史博物館設立計画

は，マスタープラン2014には入っているものの，学術会議の最終重点課題として採択

されませんでした．これを受けて，西田睦シンポジウム準備委員長よりもう少し時間

をかけて準備してはどうかという提案があり，延期することになりました．沖縄での

シンポジウム準備委員会には，横田昌嗣，戸田守，当山昌直，千木良芳範，大城逸朗

の各氏に加わっていただくことになりました． 
 
３．辺野古埋立計画に対する意見書 
 
 米軍普天間飛行場代替施設建設のための辺野古埋め立て計画に関する意見書を，評

議員会の了承を受けた上で，会長名で関係部局に送付しました．意見書は，沖生会HP
に掲載されています． 
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******************************************************************************** 

沖縄生物学会役員一覧表 
******************************************************************************** 

 

  沖縄生物学会の会長，副会長，監査員および評議員が下記のように選出され，前

回の総会で承認されました．任期は2年間で，2014年 5月の総会までです． 

 

  会長    日高  道雄（琉球大学）  

  副会長  安座間  安史（辺土名高校校長）  

  当山  昌直（沖縄県教育委員会）  

 監査員  徳田  岳（琉球大学）  

      吉野  弘美（元琉球大学生物事務）  

  水野  拓（ (株 )イーエーシー）  

 評議員   

 大学関係   盛口  満（沖縄大学）  金城  和三（沖縄国際大学） 

  磯村  尚子（沖縄工業高等専門学校） 

  研究機関   山﨑  仁也（県立博物館・美術館）  阿部  篤志（沖縄美ら島財団）  

  長田  智史（沖縄県環境科学センター）  

 行政機関   稲福  弘（沖縄県企画部）  阪口  法明（那覇自然環境事務所）  

 高校関係   當間  順一（首里高校）   嵩原  建二（名護特別支援学校）  

  豊見山  元（コザ高校）   

 中学校関係  木山淳一（琉球大学付属中学校）  

  庶務    須田彰一郎（琉球大学）   中村  崇（琉球大学）  

  冨永  篤（琉球大学）     戸田  守（琉球大学）  

  伊澤  雅子（琉球大学）   山川（矢敷）彩子（沖縄国際大学）  

   会計幹事    傳田哲郎（琉球大学）玉城  歩（琉球大学）  

  編集幹事  成瀬  貫（琉球大学）    伊藤  竜一（琉球大学）  

 編集委員  久保田  康裕（琉球大学）   太田  英利（兵庫県立大学）  

  大瀧丈二（琉球大学）   今井秀行（琉球大学）  

 

会員の方々からも沖縄生物学会への思い，ご意見，活動，紹介したい内容などがございました

ら，事務局にお知らせいただくか，学会のホームページにお寄せ下さい．電子メールは，

okibio@w3.u-ryukyu.ac.jp です． 
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沖縄県生物学会賛助会員 

 

     本学会にご協力いただいている賛助会員は下記の通りです． 

 

     株式会社  猪原商会沖縄営業所   所長  小林宏行  

    〒900-0033 那覇市久米１丁目７番 10号  (098)868-6373 

 

株式会社  森山商事        代表取締役  森山紹政  

    〒902-0064 那覇市寄宮２丁目 29番 22号  (098)835-4056 

 

株式会社 イーエーシー    代表取締役 大石哲也  

〒901-2127 浦添市屋富祖３丁目３４番１７号 (098)942-0085 

 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊  原稿募集のお知らせ 
 ＊ 

＊   ＊ 

＊   これまで沖縄生物学会誌では，12月末に「締め切り日」を設け，この日までに投

稿された原稿を全て掲載してきました．しかし，一部論文では審査が長引き，その結

果，出版が本来の３月末から大幅に遅れ，９月や10月に発行されていました．そこ

で，第45号より締め切り日を廃止し，期日までに投稿されたものでなく，印刷業者へ

の入稿日までに審査の終わったものを掲載するように変更しました． 

 １回の審査には，早くて２週間，通常は２ヶ月程度要しています．編集委員会での

承認や校正作業，さらには年度末の印刷業者の混み具合，査読者への負担等を考

えると，年明けに審査の終了していない論文は掲載が非常に難しくなります． 

 つきましては，諸事情をご理解の上，何卒お早めのご投稿をお願いします． 投稿

に際しては，第45号より投稿規定が大幅に変更されていますので，ご注意いただき

ますよう合わせてお願いします． 

  なお， e-mailによる原稿に関するお問い合わせは，編集幹事の成瀬貫

（naruse@lab.u-ryukyu.ac.jp）までお寄せ下さい． 

＊ 

＊ ＊ 

＊ ＊ 

＊ ＊ 

＊ ＊ 

＊ ＊ 

＊ ＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊      原稿送付先：〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町千原１ ＊ 

＊                      琉球大学理学部海洋自然科学科生物系内 ＊ 

＊ 沖縄生物学会編集委員会 ＊ 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

沖縄生物学会 

   〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町千原１番地   

            琉球大学理学部海洋自然科学科生物系内  

            生物系事務室 TEL：(098)895-8577  

            庶務 中村  崇（098）895-8897  

                     FAX：(098)895-8576, okibio@w3.u-ryukyu.ac.jp  

       振替口座 郵便：02030-8-30433 沖縄生物学会  

            銀行：琉球銀行宜野湾支店 普通051-065沖縄生物学会  

 


